
Advising, Sumitomo Chemical Corporation in relation to the merger of its subsidiary Excel
Crop Care Limited (a public listed company) with Sumitomo Chemical India, which was
thereafter listed on stock exchanges. One of the only few reverse mergers consummated in
India.

住友化学株式会社の⼦会社である エクセルクロップケア社(上場企業) と住友化学インドの合
併を⽀援。存続会社の住友化学インドが、この合併によって上場会社となるインドで成⽴し

た数少ないリバース・マージャーのケース。

Advising Daikin Airconditioning in the acquisition of Citizen Industries and further
subscribing to shares

ダイキン・エアコンによるシチズン・インダストリー社の買収、およびその後の新株引受の

助⾔。

Advising, Sumitomo Chemical Corporation in relation to the sale of 5% stake of its
subsidiary Sumitomo Chemical India Limited (a public listed company) through the Offer
for Sale through Stock Exchange mechanism in two separate tranches

住友化学株式会社による、住友化学インド（上場企業）の株式5％の証券取引所での売却を助
⾔・⽀援。

Advising, DIC Corporation in acquiring Ideal Chemic Plast 

DIC 株式会社による、アイデアル・ケミプラスト社の買収を助⾔・⽀援。

Advising the Bridgestone Group in relation to a joint venture through investment in the
equity of Fleeca India

ブリヂストンによる、フリーカインド社への株式投資を通じたジョイントベンチャーに関連

する助⾔・⽀援。

Our team at Pioneer Legal has an extensive experience
in servicing Japanese clients. An illustrative list of the
transactions/matters on which our team has worked
for Japanese clients or with Japanese counterparties
or with clients engaged in the automotive sector or
which involve joint ventures:

パイオニアリーガルは、⽇系クライアントへのサービ

ス提供 で豊富な経験を有しております。以下は、当事
務所のメンバーが、⽇系クライアント に関連するジョ
イントベンチャーを含む取引/案件を担当した実績の⼀
例です：

Japanese Clients



Advising True North, a private equity investor in relation to sale of its stake in UEM India to
Toshiba Corporation

プライベート・エクイティ、トゥルーノースによる、UEMインド社株式の東芝株式会社への
売却に関連するサポート。

Advising Dentsu Aegis Network in relation to their joint ventures with and acquisition of
advertising and creative agencies across India and/or those which have connection with
India. Some of the recent joint ventures and acquisitions in which we assisted Dentsu Aegis
Network, include the following: 

電通イージスネットワークの、インド国内およびそれに関連する広告代理店やクリエイティ

ブエージェンシーとのジョイントベンチャーや買収の助⾔・⽀援を提供。⽀援した最近のジ

ョイントベンチャーおよび買収は、以下の通り。

Advising Percept in relation to its amicable exit from its joint venture with Hakuhodo Inc

パーセプト社の、株式会社博報堂とのジョイントベンチャーからの友好的な撤退を助⾔・⽀

援

(a) Ugam Solutions
ウガム・ソリューション

(b) SVG Group of companies comprising of SVG Media, Smile Multimedia, DGM India
Internet Marketing, Networkplay Media, two wholly owned overseas subsidiaries,
namely, SVG Media Pte Ltd. and SVG Media FZ-LLC
SVGグループ会社は、SVGメディア、スマイルマルチメディア、DGMインドインターネ
ットマーケティング、ネットワークプレイメディアで構成し、海外にSVG Media Pte
Ltd.とSVG Media FZ-LLCの2つの完全⼦会社を有する。

(c) Happy Creative Services India
ハッピークリエイティブサービスインド

(d) Fractal Ink Design Studio
フラクタルインクデザインスタジオ

(e) Paragon Digital Services and 
パラゴンデジタルサービス

(f) Sokrati Technologies
ソクラティ・テクノロジーズ

Japanese Clients



Advising Nippon A&L in relation to forming a joint venture company with Bhansali
Engineering Polymers, a company listed on the Bombay Stock Exchange

⽇本エイアンドエル株式会社の、ボンベイ証券取引所に上場しているバンサリエンジニアリ

ングポリマー社とのジョイントベンチャー設⽴を助⾔・⽀援

Advising Sumitomo Chemical Company in relation to acquisition of New Chemi Industries,
a company engaged in the business of manufacture and sale of insecticides and pesticides

 住友化学株式会社の、殺⾍剤や農薬の製造および販売事業を⾏うニューケミ・インダストリ
ーズ社の買収を助⾔・⽀援

Advising Yokogawa on corporate, employment and labour law matters

横河電機株式会社に会社法、雇⽤・労働法に関する助⾔提供

Advising Toshiba on legal strategy and other related matters

株式会社東芝に法務戦略等に関する助⾔を提供。

Japanese Entities


