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近年では、世界の様々な地域の経済環境や金融環境がもたらしている課題によって複雑さを増す時
代となっています。既存の規則は満足のいくものなのか？ビジネスは安定した発展の道筋を辿ってい
るのか？我々の協調の仕方について何か変えるべきことがあるのか？基本的な知識や想定だけで今
後も続けていくことができるのか？

今日世界の状況は一変しており、皆がこれに対応せざるをえないということが広く認識されています。
それゆえ、クライアントに対し「机上の」学説や空論を提供するだけでは十分とは言えなくなってきまし
た。むしろ、競争力を高められるような法的アドバイスを準備し提供できるようになるべきなのです。これ
は一般的分野だけでなく特定分野における重厚な知識に基づき、クライアントの嗜好や能力を熟知し
た上で司法実務や日常生活における知恵そして正しい道を指し示す勇気によって支えられたものでな
ければなりません。PM&Pは、これこそがクライアントが必要としているもので、かつクライアントにふさわ
しいものであると信じています。ブルガリアにおける知名度のある大手法律事務所の一つであり、数十
年かけて獲得された知識を生かし、手順を熟知しながら同時に自由市場経済の創設がもたらす変化と
いう困難な状況を理解し、投資機会の創設を狙ったブルガリアの法制定手続きに積極的に関与し、当
法律事務所はすべての方を対象として斬新かつ最も有益なソリューションを常に追求しています。当
法律事務所のチームは、完璧さを求める経験豊富な弁護士の冷静さと若い弁護士の情熱を組み合わ
せ、目前の課題に対する全身全霊での取り組みとそれぞれのクライアントに対する個別アプローチに
おいて常に団結して働いています。PM&Pは、お役に立てるよう時間や手間を取らせず、そして必要な
資質を備えていることについて具体的な実績から自信を持っています。

当法律事務所は、変化に積極的に対応して常に最高のソリューションを追求するため、単なる世界の
変化に関する情報提供やこれに関するコメント提供にとどまることはありません。つまり、クライアントに
勝ち組になっていただく必要があるのです。

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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必要となる従来にはないソリューションを見出すには、 
従来の発想に囚われないことです！

従来の発想や従来型のソリューションが実生活では優先されることが多いのです。しかしながら、この
世界の発展に役立つのは、標準的な手法ではありませんし、それはクライアントのためにもなりません。
それゆえ、PM&Pはクライアントに真摯に耳を傾け、その問題に対する最適なアドバイスを追及し、すべ
ての課題に対して最適なソリューションを見出しています。これこそが、クライアントのニーズを完全に
満たすよう調整された革新的なソリューションが具現化していく道筋なのです。これが個別サービスとい
うものなのです。

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であってすべての業務
の処理において適材適所の人材を設定することが可能となるよう策定されています。

PM&Pは、クライアントとの包括的な対話や密接な関係構築のために適切な環境を提供するよう努めて
おり、当法律事務所の法律家が問題に精通するというだけでなく、クライアントの要求や欲求をより良く
理解できるようになっています。

新しいアイデアは知識と経験だけでなく、 
勇気と決断力に支えられて具現化されます。



PM&Pは、専門的卓越性の独自の基準を設定しています。当法律事務所にとって、法令と法理に関する包
括的な知識は、出発点にすぎません。あらゆる場面において、当法律事務所は、問題を示している法的に
関連する状況を特定することを追求しています。もちろん、クライアントの要求についても考慮します。これに
より、チームに多大な裁量が与えられ結論を出す上での独立性を保つことが可能となります。それゆえ、クラ
イアントは単に迅速で妥当なアドバイスを得るだけでなく、選りすぐられた最高のアドバイスを得ることができ
ます。それは、「独創的な」発想が導く結論、実効性や実現性を保証する結論に基づいたものとなり、こうし
た理由からクライアントを完全に満足させることができるものとなるのです。

最終的な決断を下すのはあくまでクライアントですが、PM&Pは決断を下す局面で常にクライアントと共にあ
ります。

こうしたアプローチのおかげで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。それは、
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点で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、関連法令が導入されるかなり前からクライアントと共に新興メディアやITセクターにおける活動の先
駆者として活動してきました。当法律事務所は、会社法、税法そして特に事業権益とエネルギー分野の法
令の導入につながる制定手続きにも積極的に関与し、経済活動の新たな潮流を切り開いてきました。

それは時代の要請であり、PM&Pが適応しなければならなかったものでした。



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、ブルガリア民主化という変化の荒波の中で、PM&Pの4人の共同創業者はビジネスに
関連して持ち上がってくる一切の問題に対し実践的な法的アドバイスを提供してきました。段階的であり
ながらも絶え間なく、ブルガリアでは自由市場経済の関係が集約され、新規形態の協同組織との統合に
より、まったく新しい法律分野が形成されてきました。今日の課題が浮上していく中で、PM&Pは以下のよ
うな異なる法律分野に特化した法律チームを設立しています。それらはエネルギー、IT、メディアおよび
通信、不動産およびプロジェクト開発、雇用関係および社会保障、独占禁止および消費者保護、訴訟お
よび仲裁、家族法および相続法、買収合併（M&A）、移民問題、銀行業および金融であり、こうした専門
家チームが、当法律事務所のサービスの質を高める上で大きな貢献をしています。しかしこれですらまだ
十分とは言えないことがわかっています。

クライアント固有のニーズやブルガリアにおける投資活動は、移行期には困難がつきまとうもので、常に対
応準備ができておりクライアントの要求に即座に対処できる体制を整えることが必要であることを当法律事
務所は学びました。当法律事務所の法律家が選択した自由な意見交換と協力からなるアプローチは、同
じ過ちを二度と繰り返さず、それぞれ特定の事件にあわせたカスタマイズされた革新的のソリューションを
追求するもので、サービスを質の高いサービスのブランドへ、そして当法律事務所の発展と成功を保証す
るものへと転換しています。
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PM&Pの哲学は、クライアントが了解している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の別の不可分の部分とは、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
られているということであることは、間違いありません。この文化には、信頼と相互扶助、行動規範への厳格
なコンプライアンス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が自信、 
相互扶助およびクライアントの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！ 
専門家としての能力以上のものが優

当法律事務所の哲学に基づいて、PM&Pは今日の社会的課題に対しこれまで以上に関与していくつもり
です。こうしたことから、コミットメントや相互扶助等の特長を伸ばしながら、クライアントの現実のニーズに
素早く適応することができます。これには、法律事務の分野における国際的な協力関係に加え、優れた
国際的な業務慣行とブルガリアにおける経験を活用していくことの両方が関与してゆきます。それゆえ、
独立系法律事務所の主要な協会である Lex Mundi（PM&Pはブルガリア特別会員となっています）、FLI 
NET（PM&Pがここでもブルガリア特別会員です）そして Eurojurist 等の一流の国際的ネットワークへの参
加は当法律事務所にとって重要なことです。他方で、ブルガリア商工会議所、ドイツ・ブルガリア商工会、
オーストリア経済界、ウィーン経済フォーラム、在ブルガリア米国商工会議所、イギリス・ブルガリア商工会
議所、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、在ブルガリアギリシャ・ビジネス協
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・ビジネス・リーダー・フォーラム、ブ
ルガリア風力エネルギー協会、Interassist およびウィーン・カルチャークラブ等の多くの非政府団体や基
金への関与や協力関係は、意見交換の重要な場としてだけではなく、関連する問題を適切に認識する手
段でもあり、これによりPM&Pはすべての関係者に利益をもたらす実践的ソリューションの追求において直
接的な影響力を行使することが可能となっています。

れた法律家には要求されます



このアプローチと当法律事務所による多大な尽力は、無数の賞、認定および当法律事務所に付与さ
れたその他の評価において認められており、これには Legal500、Chambers & Partners、Practical Law 
Company、Martindale-Hubbell、IFLR1000 等のグローバルに展開する法情報関係サイトにおける高い
評価などが含まれます。PM&Pは、以下の栄誉章の受賞を誇りにしています。国際法律連合サミット – 
2011年優秀中東欧法律事務所シルバー・アワード、FLI ネット地域ビジョン＆リーダーシップ・アワード
2011/2012、Corporate International 2010 – ブルガリアの包括的サービス法律顧問優秀賞、Dealmakers 
2011 グローバル・リーディング・ファーム賞、Lawyers World Global Awards 2012 – ブルガリアの最
優秀法律事務所賞、Lawyers World 2012 Global Leading Firm、優秀ビジネス・パートナー・アワー
ド、Intercontinental Finance Magazine Continent Award 2012 – 主要ブルガリアM&A法律事務所賞、世界
銀行優秀賞2006年、2007年、2008年、2010年、2011年、ブルガリア・ビジネス・リーダー・フォーラム - ビ
ジネス倫理基準認証やその他多数。

この点において非常に重要なことは、当法律事務所の法律家が講師となる一連の専門的なカンファレン
スやセミナーを定期的に主催または参加していることです。おそらくこれは、PM&Pが2000年から独自のニ
ュースレターである Lega InterConsult News をブルガリア語、ドイツ語および英語により発行していること
が理由かもしれません。これにより、当法律事務所は読者が法制の進化に遅れを取ることがないようにす
るだけでなく、ビジネスの障害となる法文の欠陥や不足に関して具体的な提言を行いながら、法案、新法
および規制措置の批判的検証も行っています。

PM&Pは、様々な慈善プログラムにおける献金を通じて困っている人達と分かち合い、その支援に取り組
んでいます。また当法律事務所は、テニスやその他のスポーツ、ビジュアル・アーツおよび音楽の活動な
ど事務所のチームによるスポーツや文化的生活を豊かなものにする活動も支援しています。

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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商法および会社法 

税法

不動産およびプロジェクト開発

銀行、金融および資本市場

訴訟および仲裁

IT、メディアおよび通信

エネルギー、再生可能エネルギー資源および天然資源

PM&Pの実務領域



商法および会社法

PM&Pは、あらゆるビジネス領域における中小企業ならびに大手多国籍企業に対し包括的なサービスを提供してい
ます。当法律事務所のサービスは、会社設立、買収合併（M&A）、企業再編を網羅しており、すべての分野において
PM&Pは先駆的な法律事務所の一つとなっています。近年では、オペレーティング・リースやファイナンス・リースなら
びに破産処理、投資管理、独占禁止や消費者保護、行政取締規定や許認可、政府調達や商標権保護が当法律事
務所の活動において基軸的な地位を占めるようになってきています。

PM&Pでは、すべての個別の案件に対し、すべての想定事項を網羅し、クライアント固有のニーズに対する深い理解
を持ち、クライアントが求める実効性あるサービスを提供する最高の専門家から構成される特別チームを設定すると
いう方法を取っています。

税法

PM&Pは、ブルガリア法令に従った幅広い税務相談を行っています。当法律事務所のサービスは、法人税、付加価
値税（VAT）、医療保険、社会保障および所得税という様々な分野を網羅しています。もちろん、当法律事務所の
重点は、税制の法的側面にありますが、多くの民営化手続き、買収合併（M&A）および企業再編における豊富な経
験、建設業やプロジェクト開発における各種金融手段による参画はクライアントに大きなメリットをもたらしています。
法的側面と税務相談のこの組み合わせは、クライアントが正しい判断を行うことを保証するための最適な手段となりま
す。PM&Pの税理士は、二重課税防止条約の適用における豊富な専門的経験を生かし、クライアントのニーズに見
合う最高のソリューションを追求しています。

またPM&Pは、行政手続きあるいは司法手続きであれ、様々な課税査定に対する異議申し立てに必要となる準備作
業も実施しています。

不動産およびプロジェクト開発

PM&Pの経験からは、不動産に対する投資は、大型プロジェクトの導入に関連するものであることがよくあることが示さ
れています。これには、計画および設計から建設作業の完了に至る不動産の開発や建設の異なる段階が含まれて
います。これは必ず複雑な行政手続きや規制当局への対応が生じてくるものです。

プロジェクト開発には、プロジェクト管理等の事項が含まれており、包括的な法律事務に加え、不動産コンサルタン
ト、建築士、建設エンジニアや建設監督者の広範にわたる業務知識が必要となってきます。当法律事務所の経験豊
富なチームが、基本合意書の草案作成や建設契約の起草から権利証書の準備や必要な登録手続きまで包括的な
法律事務を提供しています。

PM&Pは、投資家の希望と実務の間でプロジェクトのための調整を行います。それは外国の法制度で形成され、ブル
ガリア固有の環境において、一切の必要な許認可を関連当局から取得するその瞬間に至るまでのものとなります。

所有権、物権負担および一切の関連する許可という点で、個々のプロジェクトに対して準備するデュー・ディリジェン
スにより、クライアントに対して大きな安心を提供します。クライアントは、物件取得や時間と費用を節約するための適
切な金融または法務のソリューションを見出すことを支援してくれる当法律事務所の国際的な法務ネットワークとの豊
富な協力経験からメリットを得ることになります。



訴訟および仲裁

当法律事務所はクライアントが訴訟や仲裁を避けられるよう和解の選択肢について最善を尽くします。それがクライ
アントの利益にかなうと信じるからです。それが不可能となれば、当法律事務所の弁護士がその高度で専門的なスキ
ルや経験を生かして奉仕することになります。

ブルガリアにおいて整合性ある司法実務が欠けていることにより複雑なものとなることがある案件での当法律事務所
の見事な成功率は、当事務所の法律家の高度な専門性だけでなく、そのコミットメントや整理能力の高さを物語って
います。当法律事務所は、建設作業分野の案件や損害や契約義務の不履行という問題に取り組まなければならな
いこともあります。またPM&Pの法律家は、国際仲裁手続きに関する幅広い経験を有しており、これはクライアントにと
って有益なものです。当法律事務所は、クライアントを代理した債権回収の経験を深めています。これは訴訟および
民間土地管理人との交渉における良好な調整とチームワークが必要とされるものです。

銀行、金融および資本市場

ブルガリア民主化後すぐに、PM&Pはブルガリア最初の外国銀行支店の設立ならびに外国企業の地方銀行に対す
る最初の資本投資においてコンサルタントとして従事しました。細かい法的枠組みや実務経験が欠如していたことを
踏まえると、それは当法律事務所とクライアントの双方にとって本当に試練と言えるものでした。

PM&Pチームは、この方面において別の重要な取り組みを続け、ブルガリア金融機関の初めての民営化を成功させ
るための包括的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5件以上のブルガリア銀行買収案件に
おいて法律顧問として従事した経験は、当法律事務所が独自の高い運用基準を構築する上で役に立ちました。こ
れはそれまでブルガリアにはなかったもので、デュー・ディリジェンス関連報告書や異なる法務・金融スキームの作成
等の他の分野の活動における当法律事務所の経験を豊かなものとしました。当法律事務所の法律家は、銀行およ
び金融セクターの規制の枠組みに精通しており、不動産抵当や特別な質権、プロジェクト資金調達、融資、オペレー
ティング・リースおよびファイナンス・リース、企業の借り換えおよび債務整理を含む企業財務、保証において広範に
わたる経験を有しています。ほとんどの国と同様に、ブルガリアの資本市場には固有の規制の枠組みがあり、さらに
この分野でのやり取りは増加傾向にあります。この分野で採用されたPM&Pの法律家は、ブルガリアにおけるこれまで
で最大の部類に属する取引に法務コンサルタントとして従事し、国際的なコンサルティングや規制機関との間での良
好な協力関係とコミュニケーションを築いています。

PM&Pはブルガリアにおける最初の資産運用会社の一つの設立において法的アドバイスを提供した実績があり、現
在ではブルガリアの大手ノンバンク金融機関の一部やその支店に対して定期的にサービスを提供しています。

当法律事務所は、欧州で最大のノンバンク金融機関の一つがブルガリアに進出し、オンライン消費者ローンのニッチ
を埋めることを支援できたことを誇りに思っています。

当法律事務所の実務は、投資会社、投資信託や年金基金、資産運用会社、投資斡旋会社やベンチャーファンドの
ための法律コンサルティングを含む方面へ絶え間なく拡大しています。

法律家は、この分野の組成、資金調達や適用される規制枠組みにおける包括的なコンサルティング・サービスを提
供しています。クライアントにとって特別な価値をもたらしているものは、案件が必要とする場合に高度に専門的な分
野において支援を提供するため他の分野の専門家をPM&Pがごく短期間のうちに集めるこができるということです。



IT、メディアおよび通信

PM&Pは、IT、メディアおよび通信の分野において法律事務を提供しているブルガリアの法律事務所の筆頭的存在
です。当法律事務所は、電子商取引や他のウェブ・ベースのアクティビティの分野において比類なき卓越性を誇る法
律家チームを揃えており、ブルガリアにおいてクライアントの業務のための一般的条件の最も初期の一部を策定した
経験があります。もちろん当事務所のコンサルティングは、知的財産権、著作権および著作隣接権、消費者保護法
令、電子決済、表明および通知ならびに個人情報保護等の多くの法的分野も網羅しています。

PM&Pは、通信やメディアの分野において包括的な法律事務サービスを提供しています。当法律事務所の豊富な
経験は、ブルガリア最大の通信会社の民営化手続きに関し、デュー・ディリジェンス報告書、民営化手続きや交渉へ
の参加、コンサルティングやその他の行政手続きおよび許認可の付与へのPM&Pの関与を通じて獲得されたもので
す。こうした一切の事項は電子メディア協議会および通信規制委員会が組織・実施したものです。

当法律事務所のサービスは、ネットワーク・アクセスや相互接続性、通信会社間そして設備建設と共同利用において
生じる紛争等の案件を網羅しています。

PM&Pは、法案や運輸、情報技術・通信省へ提出した法的分析や提言を含むその他の法制提言における公聴会に
おいて積極的な姿勢を示しながら、関連法令の起草に関与しています。またPM&Pは、通信規制委員会や電子メデ
ィア協議会の決定がブルガリア最高行政裁判所に対し異議申し立ての対象となる前に、案件において実効性ある法
的保護を提供します。

エネルギー、再生可能エネルギー資源および天然資源 

近年、PM&Pはこの分野の大手法律事務所の中で高く評価されており、無数の発電会社や配電会社、金融機関およ
び投資会社にサービスを提供し、これにより各種文書や契約書の起草だけでなく、再生可能エネルギー資源の分野
における設計、開発、資金調達およびプロジェクト実施を含むプロセスの各所において全体的調整や法的代理を行
う点についても多大な実績を積んでいます。当法律事務所の法的アドバイスは、発電、送電、配電および電力取引
を網羅しています。

PM&Pは、エネルギー自由市場で新規事業を行う企業の代わりに行政手続きを処理し、電力や天然ガスの供給と購
入ならびに新規エネルギー設備の建設と接続の契約を作成することに関して、多大な経験を蓄積しています。とりわ
け貴重な実績は、再生可能エネルギー資源による発電プロジェクトの実施や代替的なプロジェクト・ファイナンス・ス
キームにおいて獲得した経験です。

事業権益法の起草段階での当法律事務所の参加により、卓見が深まり、事業権益制度、地下鉱産資源ならびに水
分野における規制枠組みの分野におけるサービスの有効性改善がもたらされています。PM&Pは、行政や司法機関
に対する異議申し立て手続きへの参加に関し実践的な経験を有しています。



FIRST LAW
INTERNATIONAL

ウラジーミル・ペンコフ
代表パートナー弁護士

イヴァン・マルコフ
パートナー弁護士

銀行業＆金融、会社法＆商法、 
不正競争防止、プロジェクト開発、投資管理、 

買収合併（M&A）、税務、通信＆メディア、 
ライセンス契約＆ノウハウ実施契約、 

エネルギー関連法分野

銀行業＆金融、債務超過、 
会社法＆商法、不正競争防止、 
プロジェクト開発、投資管理、 
買収合併（M&A）、株式＆資本市場、 
税務分野

スヴェトリン・アドリアノフ
パートナー弁護士

ミレナ・ガイダルスカ
パートナー弁護士

不正競争防止、消費者保護、会社法＆商法、 
買収合併（M&A）、銀行業＆金融、 

訴訟＆仲裁分野

不動産＆建設業、買収合併（M&A）、 
政府調達、契約、プロジェクト開発分野

スヴェトスラフ・ディミトロフ
パートナー弁護士

ディミタール・スラフチェフ
パートナー弁護士

会社法＆商法、行政事業法、 
再生可能エネルギー資源、エネルギー、 

通信＆メディア分野

会社法＆商法、投資管理、 
訴訟＆仲裁、株式＆資本市場、 
政府調達分野

ロマン・ストヤノフ
パートナー弁護士

アレクサンダー・ステファノフ
ジュニアパートナー弁護士

会社法＆商法、 
行政事業法、契約、 

薬事法、関税分野

会社法＆商法、銀行業＆金融、 
買収合併（M&A）、債務超過、 
会社清算分野

ニコライ・ツベタノフ
ジュニアパートナー弁護士

ラチェザール・ライチェフ
弁護士

銀行業＆金融、会社法＆商法、 
訴訟分野

債務超過、会社法＆商法、 
環境保護法令、労働＆社会保障法規、 
買収合併（M&A）分野

スミレナ・フルサノバ
弁護士

ラドスト・ゲオルギエヴァ
弁護士

不正競争防止、会社法＆商法、 
行政事業法

会社法＆商法、契約労働＆社会保障法規、 
買収合併（M&A）分野

ベリャーナ・フリストバ
弁護士

アタナス・バロフ
弁護士

会社法＆商法、契約、 
買収合併（M&A）、訴訟分野

不動産＆建設、会社法＆商法、労働法規、 
ブルガリア在住外国人の法的地位および査証案件分野



ソフィア、プレヴェン、ルセ、ブルガス、スターラ・ザゴラの外部アソシエイツ。 

ボリスラフ・ストラテフ, プラメン・アスパルホフ, エミール・ペエフ,  
クルステョ・ゲオルギエフ, オグニアン・モウテフ, エミール・モンチロフ,  
ラリッサ・バラーシュカ, ゲオルギー・バルコフ, ヴェネリン・ウルデフ,  
マグダレナ・オフチャロワ, エフゲニ・ニコロフ, ミロスラフ・フリストフ,  
ペーター・スパソフ, アントニア・ストレシュコバ, ミハイル・スタテフ,  

デシスラヴァ・ギンチェバ, ペンチョ・ミルコフ

訴訟、会社法＆商法、家族法および刑法専門。

ユーラ・ミンチェバ
弁護士

マリア・パシャリエバ
弁護士

不正競争防止、消費者保護、会社法＆商法、 
行政事業法、債務超過、輸送、 

政府調達分野

行政事業法、会社法＆商法、 
契約、労働＆社会保障法規、 
不動産＆建設分野

プラメン・バルカノフ
弁護士

ヨルダン・ポリトフ
弁護士、IP担当

行政事業法、債務超過、 
訴訟、財産法分野

知的財産権、EU法令、 
行政事業法

ラリッサ・チホーバ
弁護士

ヴァシレナ・ゴラノバ
弁護士

会社法＆商法、不正競争防止＆消費者保護、 
商標権、行政事業法 

不動産＆建設、 
会社法＆商法分野

エミール・ルカエフ
法律家

アンナ・ビコバ
法律家

移民、会社法＆商法、訴訟＆仲裁、 
銀行業＆金融、税務分野

会社法＆商法、訴訟、 
エネルギー分野

イスクラ・ステファノバ
CEO

デシスラヴァ・ツィポルコバ
会計主任

マニュエラ・ディミトロヴァ
総務部長



Iztok District, Tintyava str.13B, floor 6

1113 Sofia, Bulgaria

電話：+359-2-971- 3935

ファックス：+359-2-971-1191

メール：lawyers@penkov-markov.eu

www.penkov-markov.eu


