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人生哲学と 
  リーガルサービス

サクセスとは、 
時代の要請と変化を 
習熟することにあります!
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世界各地の経済金融情勢、気候変動、貿易摩擦に関する近年の共通の課題に加えて、パンデミッ
ク危機とそれに伴う経済の正常な機能への障害、人々と商品の自由な移動及び整備された通信と
デジタル化の必要性は、法律事務所としての私たちに新たな要求を課しました。
クライアントの特定のニーズにさらに迅速かつ有能にどう対応しますか。どう適応しますか。
十分に根拠がある理論的な「デスクの知識と結論」だけをクライアントに提供するだけではもは
や十分ではありません。判例の知恵及び一般的な経験も含めた徹底した知識に基づいて、特定の
課題に最も適切な手順を推奨する勇気及び自信が必要です。
この方法でのみ、私たちが提供するアドバイスは、競合他社に対してクライアントに比較優位を
もたらす可能性があります。
当法律事務所、PM＆Pは、これがクライアントが必要とし、それに値するものであると信じてい
ます。当法律事務所はブルガリアの大手及び最も認知度の高い法律事務所の1つであり、何十年
にもわたって得られた知識の恩恵を受け、アルゴリズム及び自由市場経済の確立に関連する変化
の難しさを知っており、有利な投資機会の創出につながった我が国の立法過程に積極的に参加し
てきました。したがって、特定の状況に迅速に適応し、最良の解決策を考え出すことに慣れてい
るので、私たちにとってはるかに簡単です。
当法律事務所のチームは共通のビジョンを共有し、個性、経験豊富な弁護士の徹底性と若い弁護
士の熱意を組み合わせており、すべての弁護士が常に目前の特定の問題に全力で取り組んでいま
す。PM＆Pは、サービスを提供するための時間や労力を惜しまず、必要なものがあると確信して
います。
当法律事務所は、変化する世界について単に情報を提供し、コメントするためにコンテンツを休
むことはなく、変化する世界に積極的に関与し、常に最善の解決策を探しています。
したがって、当法律事務所のクライアントは勝者でなければなりません...

共有されたビジョンだけが、さ
らなるエネルギー、自信、相乗
効果を生み出すことができま

す。これは、最も正確で実用的
なアドバイスの前提条件です。
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必要な型破りな解決策を見つけることは、
従来の考え方を手放すことです

PM＆Pは、専門的な卓越性の独自の基準を設定することが
できました。当法律事務所にとって、法律と法学の完全な
知識は、出発点にすぎません。各場合やすべての場合も、
問題を示す法的に関連する状況を特定しようと努めていま
す。もちろん、クライアントの要件も考慮されます。

安全地帯内の従来の考え方と従来の解決策は、しばしば人生で普及しています。ただし、これら
は世界を前進させるものではなく、特に現在の状況を考えると、クライアントの最善の利益に役
立つものでもありません。これが、PM＆Pの弁護士が常に注意深く耳を傾け、問題の核心にたど
り着き、最も有益な解決策を探し、型破りな状況で既成概念にとらわれずに考えようとする理由
です。このようにして革新的な解決策が生まれ、クライアントのニーズに最も完全に適合しま
す。これがカスタマイズされたサービスのすべてです。当法律事務所の内規および業務手順は、
すべての案件に対して専門家チームを編成し、すべての個別業務の対応において適材を適所に配
置できるように策定されています。PM＆Pは、包括的な対話とクライアントとの緊密な関係を構
築するための適切な条件を提供するよう努めており、弁護士が目前の問題がよく分かるようにな
るだけでなく、クライアントのすべての要件、要望、期待をよりよく理解できるようにしていま
す。

新たなアイデアは知識と経験によって実現しますが、勇気
と決意と結びついています。



これにより、当法律事務所のチームは、自身の結論を出す際に途方もない自由と独立を享受すること
ができます。したがって、当法律事務所のクライアントは単に最初の正しいアドバイスを得るだけで
はありません。 その代わりに、多くの場合、「箱から出して／型にはまらない」考え方によって得ら
れた結論、有効性、実現可能性、及びこれらの理由からクライアントの完全な快適さを保証する結論
に基づいて、可能な限り最善のアドバイスを受ける権利があります。

当法律事務所、PM＆Pには、最終的な決定を下すのはクライアントですが、決定を下す際には常にクラ
イアントのそばにいます。
こうしたアプローチを通して、当法律事務所は数十年にわたり様々な課題に対応してきました。ブル
ガリアが会社法を制定する前からクライアントに代わってブルガリアでの営利企業の設立に携わり、
ブルガリアに相当の規制の枠組みがなかった時代に保険会社や民間銀行の設立に関する法的アドバイ
スを提供してきました。さらに、現在の適用法が採択されるずっと前から、クライアントと協力し
て、新興メディア及びITセクターでの活動を開拓してきました。当法律事務所は、商法、税法、特に
譲歩とエネルギーの分野の法律の採択につながる立法プロセスに積極的に関与し、それによって必要
な法的規制への道のりを築くことに快適に貢献しました。
それは当時の要求であり、PM＆Pはその課題に対応しなければなりませんでした...これがまさに、当
法律事務所のチームが新興であり予期せぬ特殊な状況に適応しやすいと考える理由です



4 包括的な法律サービスを保証する
多様な分野を総合し 
た知識と経験。

1990年の設立以来、ブルガリアの民主主義の変化を受けて、PM＆Pの4人の創設メンバーは、ビジ
ネスを行うことに関連する事実上すべての新興の問題について法的アドバイスを提供してきまし
た。自由市場関係の強化及び新しい形の協力の統合により、徐々に、しかし永続的に、まったく
新しい法律分野が形成されてきました。現在の課題に直面して、PM＆Pは、次のようなさまざま
な法律分野に特化した法務チームを作成しました。エネルギー、IT、メディア、電気通信; 不動
産およびプロジェクト開発; 雇用と社会保障; 独占禁止法と消費者保護; マネーロンダリングに
対する対策; 個人データ保護; 訴訟および仲裁; 家族及び相続法; 合併及び買収; 移民問題; 銀
行及び金融は、サービスの質及び効果を高めるのに大いに役立ちました。しかし、これでも十分
ではないことが判明しました...
ブルガリアでの投資活動における当法律事務所のクライアントの特定のニーズは、過渡期に常に
容易であるとは限りませんが、これは常に利用可能であり、クライアントの要求に迅速かつ最大
限のスピードで対応できることを当法律事務所に教えて頂きました。弁護士が自由に意見を交換
し、協力し、同じエラーを2回許さず、特定のケースごとにカスタマイズされた革新的なソリュ
ーションを模索するというアプローチにより、弁護士は高品質のサービスのブランド及び進歩の
保証人、そして当法律事務所
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PM&Pの哲学は、クライアントの皆様にもおなじみの当法律事務所規定の以下
の原則に直接反映されています。
当法律事務所の有効性はクライアントに価値をもたらす
チームワークと質の高さが違いをもたらす
当法律事務所の法律家は基準を維持するだけでなくこれを高めてゆく
クライアントの満足とサクセスに向けた個別サービス
これは、すべての法律家に対し忠誠心、最善の努力そしてモチベーションを要求するものです。
その前提となるのは、当法律事務所の法律家が不要な官僚的事務作業から解放され、最新式の情
報システム、機器およびデータベースにアクセスすることができ、良好な内部コミュニケーショ
ンや弁護士とクライアントのコミュニケーションのための環境を享受できることです。
当法律事務所の文化でこの点と不可分なもう一つの部分が、法律家が仕事を楽しみ、クライアン
トとともにこれを分かち合い、PM&Pの一部となることを喜び、専門家としての成長そして人間
的な成長のための多大な機会が与えられていることであるのは、間違いありません。この文化に
は、信頼と相互扶助、行動規範の厳格な遵守や利害相反の絶対的な回避に基づいた当法律事務所
の倫理規範が含まれています。

良好な内部コミュニケーションとコミットメントは自信、
相互扶助、クライアント満足度を 
高める前提です！



6 変化していく時代において、
企業の社会的責任が

 モチベーションとあるべき姿勢を
維持する刺激となります！

優れた弁護士には、
専門的な能力以上
のものがあります…

Guided by our philosophy, we at PM&P seek ever greater involvement in the social 当法
律事務所の哲学に導かれ、PM＆Pは、その日の社会的トピックへのより大きな関与を求めていま
す。したがって、コミットメントや相互支援などの資質の育成を支援しながら、クライアントの
実際のニーズにより迅速に適応することができます。これには、法律サービスの分野での国際協
力と、我が国での優れた国際慣行と経験の実施の両方が含まれます。そのため、世界有数の独立
法律事務所協会であるLex Mundi（PM＆Pはブルガリアの独占会員）、FLI（PM＆Pはブルガリアの
独占会員）、Lex Adria（PM＆Pはかつて 再びブルガリアの独占会員）等一流の国際ネットワー
クへの参加が当法律事務所の優先事項です。一方、次のような多くの非政府組織や財団への関与
と協力、ブルガリア商工会議所； ドイツ・ブルガリア産業貿易商工会議所； ウィーン経済フォ
ーラム、アドバンテージオーストリア（オーストリア連邦産業院の貿易促進機関）、ブルガリア
のアメリカ商工会議所；英国・ブルガリアビジネス協会；フランス・ブルガリア商工会議所；ブ
ルガリア・スイス商工会議所；ブルガリアのギリシャビジネス評議会；セルビア・ブルガリア商
工会議所；ICCブルガリア；ブルガリアのビジネスリーダーフォーラム；チューリップ財団； イ
ンターアシスト及びウィーンカルチャークラブ等、は意見交換のための重要なプラットフォーム
であるだけでなく、関連する問題を適切に特定するための手段であり、PM＆Pがすべての人に利
益をもたらす実用的な解決策の探求に直接影響を与えることを可能にします。
このアプローチ及び当法律事務所の多大な努力は、リーガル500（Legal500）、チェンバー
ズ& パートナーズ（Chambers＆Partners）、マーティンデール-ハベル（Martindale-Hubbell）
、IFLR 1000等のグローバルな法律ディレクトリでの高い評価を含む、当事務所に授けられた数
々の賞、証明書及びその他の区別で認められています。



PM＆Pは、次のような称賛を誇りに思っています。国際法律同盟サミット（International Legal 
Alliance Summit） – 最高のCEE法律事務所（ Silver Award for Best CEE Law Firm）の銀賞
2011年; FLIネットリージョナルビジョン＆リーダーシップ賞2011年~2012年; コーポレートイン
ターナショナル2010年 -ブルガリアのフルサービスアドバイザリーエクセレンス；グローバルリ
ーディングファームディールメーカー2011年; 弁護士ワールドグローバルアワード2012年 –ブル
ガリア行政法事務所オブザイヤー；グローバルリーディングファームローヤーズワールド 2012
年；パートナーシップのビジネス賞; インターコンチネンタルファイナンス誌コンチネンアワー
ド2012年（Intercontinental Finance Magazine Continent Award 2012）
-ブルガリアの大手M&A企業；2006年、2007年、2008年、2010年、2011年の世界銀行グループ感謝
状；ブルガリアビジネスリーダーフォーラム；ビジネス倫理基準の証明書、グローバル法律専門
家2015年 –銀行及び金融、ブルガリアの法律事務所オブザイヤー2016年（ Law Firm of the Year 
in Bulgaria 2016）、ローヤーズ・ワールドワイド・アワード誌2017年（Lawyers Worldwide 
Awards Magazine 2017）、VEF特別感謝賞2018年（VEF Special Appreciation Awards 2018）、
ブルガリアの法律事務所オブザイヤー2018年、コーポレートINTL銀行及び金融（Corporate INTL 
Banking and Finance） 、ソフィアバーカウンシル–弁護士の職業の育成及び法律の発展に貢
献したことに対する感謝及び感謝の名誉ある証明書2019年、IFRL 1000推奨会社2019年、強く
推奨–紛争解決ランクチャンバーグローバル2019年、未来の法律事務所、 欧州棒術連盟2019年
（European Bars Federation 2019）、推奨事務所、金融および企業、IFLR 1000 – 2020年、強
く推奨、企業および商業、紛争解決、チェンバーズ・グローバル2020年（Chambers Global2020
）2020年に、会長兼シニアパートナーであるウラジミールペンコフは、2度目の年間最優秀弁護
士賞（以前は2013年）、2021年には2年連続でエネルギーおよび チェンバーズグローバル/ヨー
ロッパの企業及び商業カテゴリーの最高の上級政治家賞を受賞しました。PM＆Pは、2020年にフ
ォーブスビジネスアワードの年間最優秀企業コンペティションのサービス部門で準優勝し、年間
最優秀企業賞の年間最優秀企業賞を受賞しました。この文脈で非常に重要なのは、弁護士が頻繁
にゲストスピーカーを務める一連の専門的な会議やセミナーを定期的に開催し、参加することで
す。2000年以降、PM＆Pが独自のニュースレターPM＆P Legal Newsをブルガリア語、ドイツ語、
英語で発行しているのは、おそらくこの事実によるものです。当法律事務所は、読者が立法の進
展に遅れないようにするだけでなく、提案された法案、新たに制定された法律、規制慣行の批評
的なレビューを提供すると同時に、ビジネス関連の欠陥や脱落に関して具体的な
推奨を行います。当法律事務所は、自社のオフィスのエネルギー効率にオー
プンかつ積極的に取り組んでおり、常に改善策を講じています。法学部のイ
ンターンや専門高校の学生の育成に特に力を入れています。
PM＆Pは常に同情的であり、様々なプログラム内での慈善寄付を通じて、困
っている人々を支援することに尽力しています。また、テニスやその他のス
ポーツ、視覚芸術、音楽もサポートしています。これは、当チームのスポー
ツや文化的な生活を豊かにするのに役立ちます。
PM&Pはこれが市民社会の一員としての役割だと考えています。
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商法及び会社法

税法

不動産及びプロジェクト開発

雇用及び社会保障法

銀行、金融及び資本市場

エネルギー、 
再生可能エネルギー源及び天然資源

独占禁止及び競争保護

訴訟及び仲裁

不正資金洗浄への対策

IT, メディア及び電気通信

個人データ保護及びサイバーセキュリティ

PM&Pの実務領域



商法及び会社法

PM＆Pは、この法律分野の包括的なサービスを中小企業だけでなく、あらゆる業界の大規模な国内及び国際
企業にも提供しています。当法律事務所のサービスは、誇っている豊富で長年の経験のチームでPM＆Pが主
要な法律事務所の1つであるすべての分野において、会社の設立、合併及び買収、リストラをカバーしてい
ます。近年、破産、投資管理、独占禁止法および消費者保護、行政規制およびライセンス供与、公共調達
および商標保護と同様に、運営及び財務リースが当事務所の活動においてますます重要な役割を果たして
います。
PM＆Pでは、個々の問題ごとに最高の専門家で構成される専門チームを編成し、考えられるすべての側面を
検討し、クライアントの特定のニーズに関する十分な知識に基づいて、クライアントが求める種類の効果
的なサービスを提供することを実践しています。

税法

PM＆Pは、ブルガリアの法律の適用に関する幅広い税務アドバイスを提供しています。当法律事務所のサー
ビスは、法人税、VAT、健康保険、社会保障、所得税のさまざまな側面をカバーしています。もちろん、当
法律事務所は課税の法的側面に焦点を当てていますが、多数の民営化取引、合併、買収、リストラ、建設
工事やプロジェクト開発へのさまざまな金融商品を通じた参加における豊富な経験は、クライアントに大
きな利益をもたらします。法的側面及び税務アドバイスのこの組み合わせは、正しい決定が下されること
を保証するための最良のツールです。PM＆Pの税理士は、クライアントのニーズに合った最善の解決策を模
索しながら、二重課税回避条約の適用に関する豊富な専門的経験を活用しています。
PM＆Pはまた、行政手続きであれ司法手続きであれ、さまざまな税務査定に対して上訴するための準備段階
を実施します。

不動産及びプロジェクト開発

PM＆Pでの経験から、不動産への投資は大規模プロジェクトの実施に関連していることがよくあります。こ
れには、不動産の開発と建設のさまざまな段階が含まれます。計画と設計から建設工事の完了まで、複雑
な行政手続きや規制機関との取引に常に関連しています。
プロジェクト開発には、プロジェクト管理、包括的な法律サービスの必要性、不動産コンサルタント、建
築家、建設エンジニア、建設監督者の仕事に関する幅広い知識等が含まれます。当法律事務所の経験豊富
なチームは、意向表明書の起草、最も適切な財政的および法的構造の選択、建設および配送契約の起草か
ら、権利証書の作成および必要な登録の実行まで、包括的な法律サービスを提供します。

雇用及び社会保障法

PM＆Pは、次の分野で幅広いサービスを提供しています。 雇用法および関連する社会保障および税務問
題、企業の再編、一時雇用、管理契約の特定条項の起草、デジタル従業員ファイルの作成、追加の年金保
険、追加のボーナスと刺激、集団雇用交渉、大量の冗長性、ブルガリアへの外国人の移転、及び労働許可
と居住許可の発行のための最も適切な手続きの関連する選択のためのさまざまなスキームへの参加に関連
するものを含みます。



銀行、金融及び資本市場

ブルガリアの民主的変化の直後、PM＆Pは、ブルガリアに外国銀行の最初の支店を設立する際及び外国銀行に
よる地元銀行への最初の設備投資においてコンサルタントを務めました。 詳細な法定の枠組みや国内での実
務経験は、当法律事務所自身とクライアントの両方にとって真の課題でした。
当法律事務所のチームは、この分野でさらに別の重要なステップを継続し、ブルガリアの銀行機関の最初の
民営化を成功させるための完全なコンサルティングサービスを提供しました。外国銀行によるブルガリアの
銀行の買収にさらに5回参加したことで、当チームはブルガリアでこれまでにない独自の業務の高水準を構築
し、調査報告書の作成や様々な法務-金融スキーム等他の活動分野での経験を深めることができました。
ほとんどの国でそうであるように、ブルガリアの資本市場には特定の規制の枠組みがあり、この分野での取
引が増加しています。この分野を専門とする当チームの弁護士は、ブルガリアでこれまでに行われた最大の
取引の1つに成功し、国際的なコンサルティング及び規制機関との良好な協力及びコミュニケーションのメリ
ットを証明しています。
PM＆Pは、ブルガリアで最初の資産運用会社の1つを設立する際に法律上のアドバイスを提供し、現在、ブル
ガリアとその子会社の主要なオンライン及び従来のノンバンク金融機関に定期的なサービスを提供していま
す。
当法律事務所は、欧州最大のノンバンク金融機関のブルガリア進出に際し、オンライン消費者ローンという
ニッチな分野の構築を支援できたことを誇りに思っています。当法律事務所の業務は、投資会社、相互及び
年金基金、資産運用会社、投資ブローカー、ベンチャーファンドのカウンセリングを含むように日ごとに成
長しています。

エネルギー、再生可能エネルギー源及び天然資源

近年、PM＆Pは、この分野の大手法律事務所のリストでも上位にランクされており、多数の発電および
配電会社、金融機関、投資会社にサービスを提供しており、な文書や契約の起草だけでなく、豊富な経験を
積んでいます。 また、再生可能エネルギーとガス供給の分野でのプロジェクトの設計、開発、資金調達、実
施、プロセスのすべての段階で完全な調整を提供します。当法律事務所の法律上のアドバイスは、電気と天
然ガスの生成、送電、配電、取引を対象としています。
PM＆Pは、発電機、トレーダー、エンドユーザーに代わって自由エネルギー市場に参入するための管理手続き
の処理、電力と天然ガスの供給と購入の契約の準備し、新エネルギー施設の建設及び送電網への接続、配電
等においてかなりの経験を積んでいます。 特に貴重なのは、再生可能エネルギー源からの発電プロジェクト
の実施、及びそのようなプロジェクトに資金を提供するための代替スキームの準備において蓄積された経験
です。
当法律事務所がコンセッション法の起草のさまざまな段階に参加することは地下の鉱物資源の採掘に関連す
るコンセッション体制の分野及び衛生部門セクターの規制の枠組み等、洞察が深まり、サービスの有効性が
向上しました。PM＆Pチームは、エネルギーおよび規制事項に関する行政及び司法当局への控訴手続きにおい
て優れた実務経験を持っています。

独占禁止及び競争保護

PM＆Pは、競争法および独占禁止法を専門とするブルガリアの大手法律事務所として認められています。深い
知識及び豊富な経験のおかげで、クライアントの高い期待に応えることができます。PM＆Pの慣行には、禁止
されている垂直的および水平的合意、独占力の乱用、支配的な地位、集中、不公正な競争など、法執行のあ
らゆる側面が含まれます。



不正資金洗浄への対策

PM&Pは20年以上にわたって、マネーロンダリング対策（AML）およびテロリズムに対する資金供与（CFT）対
策関連規制の適用におけるすべての分野で実務サービスを提供しています。
当法律事務所のサービスには、全体的なリスク評価、内部規則、ポリシーおよび手続きの構築および作成、
使用中のシステムおよび管理方法の分析、従業員および専門部署の教育、法人の真の受益者の特定、様々な
手続き内での国家機関に対する代理、内部調査および外部調査の支援などが含まれます。

IT、メディア及び電気通信

PM＆Pは、IT、メディア、電気通信の分野で法律サービスを提供するブルガリアの大手法律事務所の1つで
す。当法律事務所は、ブルガリアでのオンライン運用の初期の契約条件のいくつかを起草した、eコマースや
その他のWebベースの活動の分野で非常に有能な弁護士チームを擁しています。もちろん、当法律事務所の相
談は、知的財産、著作権および隣接権、消費者法、電子支払い、代表及び通知、ならびに個人データ保護な
ど、他の多くの法的分野も対象としています。
当法律事務所のチームは、電気通信とメディアの分野で包括的な法律サービスを提供しています。当法律事
務所の弁護士が得られた豊富な経験は、ブルガリア最大の電気通信事業者の民営化への関与、当法律事務所
が起草した法的分析、民営化手続きおよび交渉への参加、電子メディア評議会と通信規制委員会によって組
織され実施された他の行政手続における助言で、許可証および免許証の発行手続き中、ネットワークアクセ
スや相互接続などの問題で、電気通信事業者間の紛争、施設の建設と共有等からのです。

個人データ保護及びサイバーセキュリティ

当法律事務所のサービスポートフォリオには、法的分析の起草、監査、バランシングテスト、影響評価、セ
キュリティ検査と違反の場合の監督機関への代表、リスク評価と結果の通知、インシデント報告とサイバー
違反のリスク管理、従業員・管理チーム・データ保護責任者の包括的なトレーニング、　オンラインデータ
処理のルールの起草（プライバシーポリシーとクッキーポリシーを含む）、リスク管理ポリシー、ネットワ
ークと情報のサイバーセキュリティの方法論及び対策、電子情報及び従来の環境における情報の保護とプラ
イバシーの手順、グローバルな電気店およびプラットフォームのオンライン運用と現在の規制慣行との整合
が含まれます。
当法律事務所のチームは、個人データ保護法/ GDPRによって義務付けられているすべてのタスクを網羅し、各
ビジネスの特定のニーズに合わせて調整された専門サービス「データ保護オフィサー」を提供します。

訴訟及び仲裁

当法律事務所は常に、裁判所や仲裁手続きを回避するために和解を選択するなど、クライアントの最善の利
益を保護するよう努めていますが、この行動が不可能であることが判明する場合もあります。これは、当法
律事務所の弁護士チームが彼らの高い専門的スキルと経験を明らかにするために介入するときです。
この国に調和のとれた司法慣行がないことによってしばしば複雑になる事件を追求する上での当法律事務所
の高い成功率は、当法律事務所の弁護士の高い専門性だけでなく、彼ら自身を組織する彼らのコミットメン
トと能力も明らかにします。当法律事務所はしばしば、建設工事の分野でそのような事件を取り上げなけれ
ばならず、契約上の義務の損害賠償や債務不履行、国家の不法行為責任、そしてパートナー間の紛争も取り
上げなければなりません。PM＆Pの弁護士は、クライアントに利益をもたらす国際商事仲裁において長年の経
験もあります。



Legal 500:
“Excellent knowledge of the law and 
local situation, hard-working, always 
accessible”
“We can always refer to their diverse 
and competent range of partners and 
associates for many different matters.”

Chambers Europe:
“More western than others”
“One of the best in Bulgaria”
“Excellent - prompt, efficient and extremely 
knowledgeable of the local environment” 

Chambers Europe:
One client states that they 

are “Impressed by the 
depth of the help they 

provide and I value their 
ability to think outside of 

the box.”

Legal 500:
“The team of PMP is always able to understand our 
business needs and to provide comprehensive advice 
and support. Additionally, the lawyers are always 
available and provide timely advice and reports 
on ongoing matters, as well as discuss with us any 
difficulties in the procedures and help us orient how to 
best protect our interests by registering the respective 
IP rights.”
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Chambers Global:
“Innovative and practical,
entirely client & business 

oriented.”

IFLR 1000:
“They are the best

when it comes to advising 
investors, they know how 

the law works.”

Chambers Europe:
“Their great network of 
partner legal offices, which 
allows them to tackle 
problems in different 
jurisdictions and check 
whether a plan could be 
practically realised in a 
timely manner.”

Legal 500:
“The strength of their team comes from supporting each other, 
communicating well, and doing their share, teamwork from a 
high class. They are a great collaborative team - their lawyers 
have differing skill and expertise sets which make them able to 
see, and to propose, an approach and solution that takes into 
account all the different aspects of the situation.”
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