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法令急送便／新法速递

1. 「市場主体登記管理条例実施細則（意見募集

案）」

1. 市场监管总局发布《市场主体登记管理条例

实施细则（征求意见稿）》

関連主体：一般主体

公布機関：市場監督管理総局

公布日：2021年 9月 3日

締切日：2021年 10月 3日

主な内容:

名称、類型、住所または主要な経営場所、法定代

表者または責任者、経営範囲の適正化、登記資本金

（出資額）、出資通貨など、主な登記事項を規定す

る。

普通清算に要する清算チームの届出を廃止する。

登記の種類において、初めて簡易抹消を定め、適用

を各種事業者に拡大するとともに、簡易抹消登記を

適用しない場合を明示する。

相关主体：一般企业主体

发布机关：市场监管总局

发布日期：2021年 9月 3日

截止日期：2021年 10月 3日

主要内容：

《市场主体登记管理条例实施细则（征求意

见稿）》（以下简称《征求意见稿》）对主要登

记备案事项作出了具体说明，包括名称、主体类

型、住所或者主要经营场所、法定代表人或负责

人、经营范围规范化、注册资本（出资额）、出

资币种等。

《征求意见稿》取消了普通注销关于清算组

备案的要求。在登记类型上，首次将简易注销登

记上升为法律规定，将适用范围扩大至各类市场

主体，并明确了不适用简易注销登记的具体情形。

原文リンク：

http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202109/t20210903_334

370.html

原文链接：

http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202109/t20210903_

334370.html

2. 「上海市浦東新区市場主体退出に関する規定

（案）」

2. 上海市人大常委会发布《上海市浦东新区市

场主体退出若干规定（草案）》

関連主体：浦東新区市場主体

公布機関：上海市人民代表大会常務委員会

公布日：2021年 8月 25日

締切日：2021年 9月 11日

主な内容：

全部で 14 条で、主に 4種類の内容を含む。第一

に、抹消の便利化措置を規定する。第二に、強制除

名と強制抹消制度を創設する。第三に、代行抹消制

度を創設する。第四に、関連責任を明確にする。

相关主体：浦东新区市场主体

发布机关：上海市人大常委会

公布日期：2021年 8月 25日

截止日期：2021年 9月 11日

主要内容：

《上海市浦东新区市场主体退出若干规定

（草案）》（以下简称《若干规定》）共 14条，

主要内容包括四部分：一是规定市场主体注销环

节的便利化措施；二是创设强制除名和强制注销

制度；三是建立代位注销制度；四是明确有关责

任的承担。

http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202109/t20210903_334370.html
http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202109/t20210903_334370.html
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代位抹消制度において、抹消したことにより、そ

の系列会社またはその出資した企業が抹消などの

関連登記をすることができない場合、抹消した企業

の承継人または投資者が代行することができる。

在建立代位注销制度方面，《若干规定》提

出，因企业已经注销导致其分支机构或者其出资

的企业无法办理注销等相关登记的，可以由该已

经注销企业的继受主体或者投资主体代为办理。

原文リンク：

http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9097/index.html

原文链接：

http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9097/index.ht

ml

3. 「上海市浦東新区一業一証の改革深化に関す

る規定（案）」

3. 上海市人大常委会发布《上海市浦东新区深

化“一业一证”改革规定（草案）》

関連主体：浦東新区市場主体

公布機関：上海市人民代表大会常務委員会

公布日：2021年 8月 27日

締切日：2021年 9月 11日

主な内容:

全部で 15 条で、主な内容は四つの部分を含む。

第一に、「一業一証」改革の深化の定義、適用範囲、

基本原則などを明確にする。第二に、「一業一証」

改革を深化する役割分担を定める。第三に、「一業

一証」改革を深化する任務を提出する。総合許可「片

ゲージ制」改革の実施、業界の総合許可証統一許可

期限制度の確立、告知承諾制改革の深化と「一業一

証」改革リスト管理制度の確立などが含まれる。第

四に、関連する支持保障制度を強化する。

相关主体：浦东新区市场主体

发布机关：上海市人大常委会

发布日期：2021年 8月 27日

截止日期：2021年 9月 11日

主要内容：

《上海市浦东新区深化“一业一证”改革规定

（草案）》《规定》草案共 15条，主要内容包括

四部分：一是明确了深化“一业一证”改革的定义、

适用范围、基本原则等。二是界定了深化“一业一

证”改革的职责分工。三是提出了深化“一业一证”

改革的具体要求。包括实行综合许可“单轨制”改

革、建立行业综合许可证统一许可期限制度、深

化告知承诺制改革以及建立“一业一证”改革清单

管理制度等。四是强化了相关支撑保障制度。

原文リンク：

http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9096/index.html

原文链接：

http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9096/index.ht

ml

4. 「海南の改革開放全面的深化に対する金融支

援の徹底・実施意見に関する実施案」

4. 证监会海南监管局等部门发布《关于贯彻落

实金融支持海南全面深化改革开放意见的实

施方案》

関連主体：一般企業

公布機関：証券監督管理委員会海南監管局

公布日：2021年 9月 1日

実施日：2021年 9月 1日

相关主体：一般企业主体

发布机关：证监会海南监管局等

公布日期：2021年 9月 1日

施行日期：2021年 9月 1日

http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9097/index.html
http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9097/index.html
http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9096/index.html
http://www.spcsc.sh.cn/n8347/n8481/n9096/index.html
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主な内容：

全部で 89 条で、主な内容は七つの部分を含む。

第一に、人民元の両替可能性を高め、国境を越えた

貿易投資の自由化・利便化を支援する。第二に、海

南金融市場を整備する。第三に、海南金融業の対外

開放を拡大する。第四に、金融製品とサービスの革

新力を高める。第五に、金融サービスの水準を上げ

る。第六に、金融監督管理を強化し、金融リスクの

解決を防ぐ。第七に、補助措置である。

新型オフショア国際貿易企業サービスセンター

を設立し、新型オフショア国際貿易の全ライフサイ

クルサービスと管理モデルを模索し、企業に政策コ

ンサルティング、招商チェック、企業研修、プロジ

ェクト調整、モニタリング評価、市場退出、金融法

律などのサービスを提供する。

主要内容：

《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革

开放意见的实施方案》（以下简称为《实施方案》）

共 89条，主要内容包括七个部分：一是提升人民

币可兑换水平，支持跨境贸易投资自由化便利化；

二是完善海南金融市场体系；三是扩大海南金融

业对外开放；四是加大金融产品和服务方式创新

力度；五是提升金融服务水平；六是加强金融监

管，防范化解金融风险；七是配套措施。

《实施方案》明确，要设立新型离岸国际贸

易企业服务中心，探索建立新型离岸国际贸易全

生命周期服务与管理模式，为企业提供政策咨询、

招商把关、企业培训、项目协调、监测评估、市

场退出、金融法律等各类服务。

原文リンク：

https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/6f56

dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml

原文链接：

https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/

6f56dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml

5. 「社会保険料徴収に関する通達」
5. 上海市税务局等部门发布《关于本市社会保

险费征收有关事项的通告》

関連主体:一般企業

公布機関:上海市税務局、財政局など 5部門

公布日：2021年 9月 1日

施行日：2021年 9月 1日

主な内容：

保険加入機構は月末前日の勤務日の 20 時前に納

付した費用を、当月中に国庫に振り替えることがで

きる。

保険加入者が納付した社会保険料を当月内に国

庫に振り込む場合、社会保険機構は納付当月の記帳

規則に従って処理し、期限が過ぎると個人の社会保

険権益記録に影響をもたらす。

相关主体：一般企业主体

发布机关：上海市税务局、财政局等 5部门

公布日期：2021年 9月 1日

施行日期：2021年 9月 1日

主要内容：

《通告》提出，根据社会保险费资金清算的

有关规定，参保单位在每月最后第二个工作日 20

点前缴纳的费款，可在当月内划拨入国库。

《通告》还提出，参保单位缴纳的社会保险

费在当月内划拨入国库的，社会保险经办机构按

缴费当月记账规则处理，逾期将影响个人社会保

险权益记录。

https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/6f56dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml
https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/6f56dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml
https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/6f56dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml
https://www.hainan.gov.cn/hainan/szfbgtwj/202109/6f56dfd0fde842fbb8ab55dae71cb372.shtml
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原文リンク：

http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202109/t

460065.html

原文链接：

http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/2021

09/t460065.html

6. 「従業員社会医療保険、出産保険料の段階的な

恵民政策の実施に関する通達」

6. 广州医保局等部门发布《关于广州市实施职

工社会医疗保险、生育保险费阶段性惠民政

策的通告》

関連主体：一般企業

公布機関:広州市医保局、市財政局、市税務局

公布日：2021年 8月 26日

施行日：2021年 8月 26日

主な内容:

従業員社会医療保険会社の納付部分は半減され

る。2021年 7月から 9月まで、本市の行政区域内で

保険加入料の登記がすでにされている企業、個人事

業者、各種社会組織単位と民間非企業単位（機関事

業単位を含まない）は、その従業員社会医療保険（出

産保険と各種補充医療保険を含まない）単位の納付

率は、通常料率の 50%（すなわち 3.5%）とする。個

人の納付部分は半減政策を受けない。個人で保険に

加入している人は、半減政策の適用対象外となる。

料率半減後、従業員の社会医療保険と出産保険の

料率を下げる。

相关主体：一般企业主体

发布机关：广州市医疗保障局、市财政局、市税

务局

发布日期：2021年 8月 26日

施行日期：2021年 8月 26日

主要内容：

《通告》指出，职工社会医疗保险单位缴费

部分实行阶段性减半征收。2021年 7月至 9月，

在本市行政区域内已办理参保缴费登记的企业、

个体工商户、各类社会组织单位和民办非企业单

位（不含机关事业单位），其职工社会医疗保险

（不包括生育保险和各类补充医疗保险）单位缴

费费率按照降费前费率的 50%（即 3.5%）征收。

个人缴费部分不享受减半征收政策。以个人身份

参保的人员不属减半征收政策的适用对象。

《通告》还指出，减半征收政策结束后阶段

性降低职工社会医疗保险和生育保险缴费率。

原文リンク：

http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7741890.ht

ml

原文链接：

http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_774189

0.html

7. 「国外で生産された薬品の市販後の届出類変

更手続及び要求（意見募集案）」

7. 国家药监局药审中心发布《境外生产药品上

市后备案类变更办理程序和要求（征求意见

稿）》

関連主体：医薬企業

公布機関：国家薬品監督局薬品審査センター

公布日：2021年 8月 30日

締切日：2021年 9月 13日

主な内容:

 国外で生産された薬品の発売後の届出類変更申

相关主体：医药企业主体

发布机关：国家药监局药审中心

发布日期：2021年 8月 30日

截止日期：2021年 9月 13日

主要内容：

 明确了境外生产药品上市后备案类变更申请

http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202109/t460065.html
http://shanghai.chinatax.gov.cn/zcfw/zcfgk/sbf/202109/t460065.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7741890.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7741890.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7741890.html
http://www.gz.gov.cn/xw/tzgg/content/post_7741890.html
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請の範囲、業務手順、要求及び審査期限を規定

する。

 申請は国外で生産された薬品の上場後の届出類

変更申請のみを対象とする。

 業務手順に関しては、電子提出方式、資料提出

要求等を含め、申請者の処理手順及び関連要求

を規定し、国外薬品生産届出類変更の審査期限

を 60営業日とする。

 審査を経て届出内容に異議がある場合、国家局

にウェブサイトにおける情報の訂正を申請し、

具体的には、「国外生産薬品届出情報公示」に

おいて、「届出済み」を「異議あり」に変更し、

且理由を説明する。必要な場合、国家局に検査

と検証を申請する。

范围、工作程序、要求和审查时限。

 申请范围仅针对境外生产药品上市后备案类

变更申请。

 工作程序细化了申请人办理程序及相关要

求，包括电子提交方式、资料提交要求等，

明确了境外生产药品备案类变更的审查时限

为 60 个工作日。

 经审查对备案内容提出异议的，报请国家局

修改网站公示信息，具体将国家局网站“境外

生产药品备案信息公示”中备注项公示状态

由“已备案”修改为“有异议”，并说明理由。

必要时向国家局提出检查和检验需求。

原文リンク：

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoComm

on&id=4fac0a5bd5cdc1fa

原文链接：

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoC

ommon&id=4fac0a5bd5cdc1fa

8. 「医療機器登記及び届出管理弁法」
8. 市场监管总局发布《医疗器械注册与备案管

理办法》

関連主体:医療機器企業

公布機関:市場監督管理総局

公布日：2021年 8月 31日

施行日：2021年 10月１日

主な内容：

 第一類医療機器は製品届出管理を実施する。第

二類、第三類医療機器は製品登記管理を実行す

る。第二類、第三類医療機器の輸入は国家薬品

監督管理局が審査し、認可後に医療機器登記証

を発給する。

 申請者、届出者の登記地又は生産地が所在する

国（地域）で販売されていない革新的医療機器

については、関連書類を提出する必要がない。

相关主体：医械企业主体

实施机关：市场监管总局

公布日期：2021年 8月 31日

施行日期：2021年 10月 1日

主要内容：

 《办法》提出，第一类医疗器械实行产品备

案管理。第二类、第三类医疗器械实行产品

注册管理。进口第二类、第三类医疗器械由

国家药品监督管理局审查，批准后发给医疗

器械注册证。

 未在申请人、备案人注册地或者生产地所在

国家（地区）上市的创新医疗器械，不需提

交相关文件。

http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=4fac0a5bd5cdc1fa
http://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=4fac0a5bd5cdc1fa


EXPRESS FROM A&Z LAW FIRM Shanghai／Dalian／Beijing／Wuhan／Tokyo 8 / 12

原文リンク：

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202108/t20210831_334

228.html

原文链接：

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202108/t20210831

_334228.html

9. 「2021 年国家医療保険薬品目録調整方式審査

結果の照会に関する公告」

9. 国家医保局发布《关于 2021年国家医保药品

目录调整形式审查结果查询的公告》

関連主体：医薬企業

公布機関:国家医療保障局

公布日：2021年 8月 27日

施行日：2021年 8月 27日

主な内容：

2021年 7月 30日から 8月 5日にかけて、同局は

「2021 年国家医療保険薬品目録調整で形式審査を

通過した申請薬品リスト」を社会に公示した。幅広

いフィードバックに基づき、関連薬品の再審査と結

果調整を行い、2021年国家医療保険薬品目録調整形

式審査結果を決定した。申請企業は国家医療保険公

共サービスプラットフォーム（fuwu.nhsa.gov.cn）の

「2021 年国家医療保険薬品目録調整申請モジュー

ル」で申請薬品の形式審査結果を調べることができ

る。

相关主体：医药企业主体

发布机关：国家医保局

公布日期：2021年 8月 27日

施行日期：2021年 8月 27日

主要内容：

2021 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，国家医保

局向社会公示了《2021 年国家医保药品目录

调整通过初步形式审查的申报药品名单》。国

家医保局根据各方反馈意见，对相关药品进行

了复核和结果修正，正式形成了 2021 年国家

医保药品目录调整形式审查结果，申报企业可

登 陆 国 家 医 保 公 共 服 务 平 台

（ fuwu.nhsa.gov.cn)“2021 年国家医保药品目

录调整申报模块”查询申报药品的形式审查结

果。

原文リンク：

http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/8/28/art_62_5863.html

原文链接：

http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/8/28/art_62_5863.

html

情報ファイル／商务信息

1. 工業・情報化部サイバーセキュリティ脅威とバ

グ情報共有プラットフォームを正式オンライ

ンで運行する

1. 工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共

享平台正式上线运行

「サイバー製品セキュリティホール管理規定」を

実行するために、工業・情報化部サイバーセキュリ

ティ管理局が立ち上げた工業・情報化部サイバーセ

キュリティ脅威とホール情報共有プラットフォーム

（ 以 下 「 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 」 と い う ）

（https://www.nvdb.org.cn）は 2021年 9月 1日に正式

オンラインで運行された。

为落实《网络产品安全漏洞管理规定》有关

要求，工业和信息化部网络安全管理局组织建设

的工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享

平台（下称“平台”）（https://www.nvdb.org.cn）

于 2021年 9月 1日正式上线运行。

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202108/t20210831_334228.html
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202108/t20210831_334228.html
https://law.wkinfo.com.cn/document/show?title=&bid=&collection=legislation&language=&showType=&aid=MTAxMDAxNDU4NjE%3d
https://law.wkinfo.com.cn/document/show?title=&bid=&collection=legislation&language=&showType=&aid=MTAxMDAxNDU4NjE%3d
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/8/28/art_62_5863.html
http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/8/28/art_62_5863.html
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「サイバー製品セキュリティホール管理規定」に

基づき、サイバー製品提供者は適時にプラットフォ

ームに関連するバグ情報を報告し、ホール収集プラ

ットフォームとその他ホールを発見した組織または

個人がプラットフォームに情報を報告するよう促

す。プラットフォームは通用サイバー製品のセキュ

リティホール専門庫（https://www.cnvdb.org.cn）、工

業 制 御 製 品 の セ キ ュ リ テ ィ ホ ー ル 専 門 庫

（https://www.cics-vd.org.cn）、モバイルインターネ

ット APP 製品のセキュリティホール専門庫

（https://cappvd.cstc.org.cn）、車のインターネット製

品のセキュリティホール専門庫（https://cavd.org.cn）
など、サイバー製品のセキュリティホール技術評価

の展開をサポートし、サイバー製品の提供者に製品

のセキュリティホールを適時に補修し、合理的に公

開するよう促す。

根据《网络产品安全漏洞管理规定》，网络

产品提供者应当及时向平台报送相关漏洞信息，

鼓励漏洞收集平台和其他发现漏洞的组织或个人

向平台报送漏洞信息。平台包括通用网络产品安

全漏洞专业库（https://www.cnvdb.org.cn）、工业

控 制 产 品 安 全 漏 洞 专 业 库

（https://www.cics-vd.org.cn）、移动互联网 APP

产品安全漏洞专业库（https://cappvd.cstc.org.cn）、

车联网产品安全漏洞专业库（https://cavd.org.cn）

等，支持开展网络产品安全漏洞技术评估，督促

网络产品提供者及时修补和合理发布自身产品安

全漏洞。

2. 証監会：既存の新三板を基に北京証券取引所を

発足

2. 证监会：将以现有的新三板精选层为基础组

建北京证券交易所

習近平総書記は 9月 2日に 2021年中国国際サービ

ス貿易交易会グローバルサービス貿易サミットでの

挨拶で、中小企業の革新と発展を引き続き支持し、

新三板改革を深化し、北京証券取引所を設立すると

発表した。

証券監督管理委員会によると、新三板改革をさら

に深化させ、既存の新三板をベースに北京証券取引

所を設立し、中小企業へのサービスをさらに向上さ

せる。北京証券取引所は「証券法」に厳格に従い、

既存の制度を踏まえ、北京証券取引所上場会社を革

新的会社から選び、証券発行登録制を試行する。

9月 2日，习近平总书记在 2021年中国国际

服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣

布，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板

改革，设立北京证券交易所。

证监会表示，将进一步深化新三板改革，以

现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易

所，进一步提升服务中小企业的能力。北京证券

交易所建设将严格遵循《证券法》，总体平移精

选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公

司由创新层公司产生，同步试点证券发行注册制。

3. 江蘇省南京：企業の安定発展を支持する「十項

目措置」を公布

3. 江苏南京：出台支持企业稳定发展“十项举

措”

南京市政府が 8月 21日に「防疫時期における企業

の安定発展の支援措置」を公布した。困難な企業の

税負担を軽減し、感染の影響を受けた宿泊飲食、レ

ジャー、交通運輸、旅行などの納税者及び増値税の

小規模納税者に対し、第 3四半期の不動産税、都市

土地使用税を暫定的に免除される。なお、企業の家

賃を減免し、社会保険料率を引き下げし、企業に現

8月 21日南京市人民政府印发《关于应对疫

情影响支持企业稳定发展的若干举措》的通知。

《通知》明确的举措主要包括：减轻困难企业税

收负担，如对受疫情影响的住宿餐饮、文体娱乐、

交通运输、旅游等行业纳税人以及增值税小规模

纳税人，暂免征收三季度房产税、城镇土地使用

税。此外，《通知》还指出要减免企业房屋租金、
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物を支給し、与信枠を拡大し、税金や社会保険料の

延期納付等を含める。

降低社保费率、发放物资供应企业补助、增加信

贷投放额度、延期缴纳税款、延期缴纳社保费等。

4. 国務院：自貿試験区の貿易投資利便化改革、イ

ノベーションの推進

4. 国务院：推进自贸试验区贸易投资便利化改

革创新

国務院が公布した「自由貿易試験区貿易投資利便

化改革イノベーションの推進に関する措置の通知」

は、香港・マカオ投資、輸入貿易、保税修理、医薬

品の輸入、海外取引者の先物取引への参加、オンラ

インゲームの属地管理、知的財産権の証券化、仲裁

司法審査の改善など多岐にわたる 19 の措置を含め

る。

海外トレーダーの先物取引への参加については、

現物の国際化が比較的進んでいる上場済み・成熟品

種を基に、海外取引者の導入を加速し、人民元建て

決済の国際コモディティ先物市場を建設し、国内外

の取引者が参加し、幅広い代表性を持つ先物価格を

形成する。

国务院发布《国务院印发关于推进自由贸易

试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通

知》，包括 19条举措，涉及港澳投资、进口贸易、

保税维修、医药产品进口、引入境外交易者参与

期货交易、网络游戏属地管理、知识产权证券化、

完善仲裁司法审查等多个方面。

在引入境外交易者参与期货交易方面，《措

施》提出，要以现货国际化程度较高的已上市成

熟品种为载体，加快引入境外交易者，建设以人

民币计价、结算的国际大宗商品期货市场，形成

境内外交易者共同参与、具有广泛代表性的期货

价格。

ウィチャット公式アカウント文章／公众号文章

 本日から、浦東 2ヵ所の中リスク地区が低リス

ク地区に

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052

d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d94

0e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29

908df&token=373836477&lang=zh_CN#rd

 Q&Aで外国人在中就労許可政策を把握

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665265&idx=2&sn=3b7c03c4b51ef4ad

039fd15379abd62b&chksm=f17e5fe3c609d6f5280326b

94a1407876731959dbb9b84c39e4f5536b137eb36ab395f

 里格所与华政国际法学院签署合作协议

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649665235&idx=2&sn=d4c045e0

7af0ff968847a9f5fd9915b7&chksm=f17e5fc1c609d

6d7027748e0f2cbc7841b806c8f72687e004e4e21e3

6681baac29dce8379e0e&token=373836477&lang=

zh_CN#rd

 里格成功举办走近以色列讲座

链接：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOT

A4NQ==&mid=2649665119&idx=2&sn=b2e583e4

538a848b6d558b04e81160ae&chksm=f17e5f4dc60

9d65be800bcd6acac81b548f12215982e51d37f41e1

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d940e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29908df&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d940e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29908df&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d940e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29908df&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d940e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29908df&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665265&idx=1&sn=85d24379c1d9f052d88311d5c1dddc0c&chksm=f17e5fe3c609d6f525d0d940e46977375808733cbfa0db8eec8af452b975e675eff4f29908df&token=373836477&lang=zh_CN


EXPRESS FROM A&Z LAW FIRM Shanghai／Dalian／Beijing／Wuhan／Tokyo 11 / 12

9e27ff&token=373836477&lang=zh_CN#rd

 週間リーガルニュース | 21.09.02

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4

cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a18

8e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03

311b&token=373836477&lang=zh_CN#rd

 里格 Q&A | 酩酊よりの負傷、死亡は労災認定可

能？

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d414710133437

5ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb43557

5120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd

69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN#rd

 マイツグループとの共催オンラインセミナー

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6c

c78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a021

1132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb

3ffe&token=373836477&lang=zh_CN#rd

 独占禁止、汚染防止の強化等を審議採択

リンク：

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4N

Q==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60c

bc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b296

63ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189

e416e&token=373836477&lang=zh_CN#rd

10bf3c8198216c89bfb1dd&token=1517966723&la

ng=zh_CN#rd

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a188e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03311b&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a188e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03311b&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a188e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03311b&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a188e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03311b&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665235&idx=1&sn=1b4d339a5401b2e4cf1ad4fcfb287d38&chksm=f17e5fc1c609d6d7afcd21a188e73627aa29e0b70c0c0ff7106e83a879317c00ba834a03311b&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d4147101334375ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb435575120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d4147101334375ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb435575120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d4147101334375ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb435575120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d4147101334375ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb435575120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=1&sn=80d4147101334375ad63788c96bfb586&chksm=f17e5faac609d6bcb435575120a46b56b5bf5cc9a4a4286436de2d8ac034538f7e5bd69fcc4e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6cc78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a0211132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb3ffe&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6cc78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a0211132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb3ffe&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6cc78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a0211132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb3ffe&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6cc78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a0211132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb3ffe&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665208&idx=2&sn=7596c104a894db6cc78cca3fd5946d1f&chksm=f17e5faac609d6bca704a0211132b3df0cd4fd9be4663e3f87b9525b3ed931f7084a90fb3ffe&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60cbc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b29663ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189e416e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60cbc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b29663ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189e416e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60cbc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b29663ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189e416e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60cbc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b29663ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189e416e&token=373836477&lang=zh_CN
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0NDAwOTA4NQ==&mid=2649665195&idx=1&sn=2150449f0728d60cbc801428613f71b9&chksm=f17e5fb9c609d6afaaa7b29663ec3ef1712820af498dba784e755918ce4cdb71b17d189e416e&token=373836477&lang=zh_CN

	法令急送便／新法速递
	情報ファイル／商务信息

