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中国
中国

国

2022年3月時点

拠点担当者
都市
上海 髙部 一郎（Ichiro Takabe）／パートナー／グローバル・ジャパニーズ・プラクティス中国総代表
＜Audit＞
チューエイ ワン（Zhewei Wang）／パートナー
林田 弘徳（Hironori Hayashida）／パートナー
森本 雅（Tadashi Morimoto）／パートナー
ウォルター シュ（Walter Zhu）／シニアマネジャー
篠塚 裕文（Hirofumi Shinotsuka）／シニアマネジャー
ヴィセント リー（Vicent Li）／シニアマネジャー
ヘニー ワン（Hennie Wang）／シニアマネジャー
高橋 星行（Hoshiyuki Takahashi）／シニアマネジャー
コニー フゥ （Connie Hu）／シニアマネジャー
鈴木 司（Tsukasa Suzuki）／マネジャー
ティナ ワン（Tina Wang）／マネジャー
中村 めぐみ（Megumi Nakamura）／マネジャー
鈴木 康弘（Suzuki Yasuhiro）/マネジャー
ルカ イェ（Luka Ye）/マネジャー
＜Markets＞
髙部 一郎（Ichiro Takabe）／パートナー
杢田 正和（Masakazu Mokuta）／パートナー
マイケル コウ（Michael Huang）／アソシエイトディレクター
＜Tax＞
シュ ジエ （Jie Xu）／パートナー
スカイ ヤン（Sky Yang）／ディレクター
デイビット チェン（David Qian）／シニアマネジャー
ケイト シュ（Kate Xu）／シニアマネジャー
イレイン ワン（Elaine Wang）／シニアマネジャー
キノ リュウ（Kino Liu）／マネジャー
シェリー リン (Shirley Lin）／マネジャー
ジェッシー ジ（Jessie Ji）／マネジャー
クリス ドュ（Chris Du）／マネジャー
＜Advisory＞
最上 龍太（Ryuta Mogami）／シニアマネジャー
小室 光夫（Mitsuo Komuro）／アソシエイト・ディレクター
ウェンディ ダイ（Wendy Dai）／アソシエイト・ディレクター
キャロル チェン（Carol Chen）／マネジャー
江森 岳史（Takeshi Emori）／マネジャー
東川 英彬（Hideaki Higashikawa）／マネジャー
ジョイ チェン（Joy Chen）／マネジャー
ジョセフ シン （Joseph Xin）／マネジャー
タヴィシュ ワン（Tavish Wang）／マネジャー
北京

＜Audit＞
ジェニー ホイ（Jenny Hui）／パートナー
平井 健太郎（Kentaro Hirai）／シニアマネジャー
安藤 晃一（Koichi Ando）／マネジャー
ハオ フェン(Hao Feng)／マネジャー
＜Tax＞
リサ リー（Lisa Li）／パートナー
ニッキー リャオ（Nicky Liao）／シニアマネジャー
ロイ リー（Roy Li）／マネジャー
リンダ ヤン（Linda Yang）／マネジャー
アレン チャン（Allen Zhang）／マネジャー
グレイス ファン（Grace Fan）／マネジャー
＜Advisory＞
岸 皓彦（Akihiko Kishi）／パートナー
ジャン ナン（Nan Jiang）／ディレクター
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国

拠点担当者
都市
香港 ＜Audit＞
バーヤン チュイ（Bayern Chui）／パートナー
中野 陽介（Yosuke Nakano）／シニアマネジャー
伊藤 篤史（Atsushi Ito）／マネジャー
渡部 隆一（Ryuichi Watabe）／マネジャー
見谷 太郎（Taro MItani）／マネジャー
＜Tax＞
デボラ リウン（Deborah Leung）／シニアマネジャー
＜Markets＞
大野 真太朗（Shintaro Ono）／アソシエイトディレクター
広州

＜Audit＞
網代 匡（Tadashi Ajiro）／マネジャー
アンドリュー カオ（Andrew Cao）／マネジャー
＜Tax＞
ナンシー ジェン（Nancy Zheng）／ディレクター
スマイル ジャン（Smile Jiang）／マネジャー
＜Markets＞
玉城 正勝（Masakatsu Tamashiro）／ディレクター
＜Advisory＞
ライアン リー（Ryan Li）／パートナー

深セン ＜Audit＞
稲永 繁（Shigeru Inanaga）／パートナー
池貝 誠（Makoto Ikegai）／シニアマネジャー
＜Tax＞
ヴィヴィアン チェン（Vivian Chen）／パートナー
シェリン チェン（Sherin Chen）／シニアマネジャー
シェリー ウー（Sherrie Wu）／シニアマネジャー
ピンティン ユウ（Pingting Yu）／マネジャー
天津

＜Markets＞
佐藤 繁（Shigeru Sato）／アソシエイト・ディレクター
＜Tax＞
ヨーヨー ル（Yoyo Lu）／マネジャー

蘇州

＜Audit＞
ユトン ジョウ（Uton Zhou）／マネジャー
<Audit>
シェリー シュ（Sherry Xu）／マネジャー
＜Tax＞
スカイ ヤン（Sky Yang）／ディレクター
ジェレミー ハン（Jeremy Han）／マネジャー
＜Tax＞
リサ リー（Lisa Li）／パートナー
ニッキー リャオ（Nicky Liao）／シニアマネジャー

南京
杭州
大連

台湾/韓国
台湾

韓国

台北

李 宗霖（Johnny Lee）／パートナー
林 琇宜（Sandra Lin）／パートナー
陳 彦富（Byron Chen）／パートナー
蔡 文惠（Eileen Tsai）／パートナー
柯 有聰（Jason Ko）／パートナー
友野 浩司（Koji Tomono ）／パートナー
坂本 幸寛（Yukihiro Sakamoto）／シニアマネジャー
須磨 亮介（Ryosuke Suma）／マネジャー
平野 健史（Takeshi Hirano）／マネジャー
柳澤 有廣 （Arihiro Yanagisawa）／首席顧問

高雄

蔡 莉菁（Michelle Tsai）／シニアマネジャー

ソウル 金 鉄（キム・チョル）／パートナー
鄭 昌吉（ジョン・チャンギル）／パートナー
玄 允豪（ヒョン・ユンホ）／パートナー
金 町恩（キム・ジョンウン）／パートナー
李 相武（イ・サンム）／パートナー
濱嵜 康宏（Yasuhiro Hamasaki）／マネジャー
八木田 泉（Izumi Yagita）／マネジャー
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