
　当事務所の企業法務チームは、中小・ベンチャー企業から大企業にいたるまで、様々な顧問先
企業をサポートしています。

■業種
　顧問先企業の業種は、製造業、ＩＴ、建設業、医業・介護事業、物流、ＮＰＯ、各種サービス業のほか、
社会保険労務士や税理士等の士業等、多岐にわたります。
　当事務所の弁護士は、これらの企業を徹底的にサポートするために、各々が注力する業種に特
化しております。そして、当該業種の事業や特性を理解し、法的ニーズをサポートするだけでなく、
付加価値を提供できるように取り組んでいます。
　２０１５年「The Leading Firm　企業法務部門」授賞
　２０１６年「The Leading Firm　企業法務部門」授賞

■分野
　企業法務チームは、顧問先企業の労務問題、債権回収、契約書・各種規定の作成、クレーム対応、
事業承継、海外進出支援、ＩＰＯ支援、コーポレート・ガバナンスなどのあらゆる問題に対応でき
る体制を有しています。

■特徴
　当事務所の企業法務チームは、顧問先企業の事業内容や特性を深く理解し、トラブルを解決す
るだけでなく、トラブルの発生を未然に防止するように尽力しています。
　例えば、顧問先企業に対して、トラブル防止のためのセミナーを開催しております。また、企
業に有益な法律情報（法改正や最新判例等）をニュースレターやメルマガを通じて定期的に提供
しております。
　当事務所には税理士資格を有する弁護士や社会保険労務士が在籍しており、税務や労務に関す
るサポートを行っております。また、税務調査士、労務調査士が在籍しており、税務調査、労務
調査時の立ち合いも可能です。
　その他、事務所外の税理士や社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、コンサル
タント会社、調査会社などとも強力に連携しており、「法律」以外の問題に対して、ワンストップ・
サービスを提供しています。
　さらに、海外の法律事務所、会計事務所とも戦略的提携関係を構築しているので、海外におけ
るサポートも可能です。

【ホームページ】
オフィシャルサイト　　www.daylight-law.jp
顧問弁護士特化サイト　www.komon-lawyer.jp
労働問題特化サイト　　www.fukuoka-roumu.jp　
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 　弁護士法人デイライト法律事務所は、福岡屈指の法律事務所です。
　当事務所は、福岡県内に２つのオフィス（博多、小倉）、中国上海に連絡オフィスを擁し、かつ、各地域
で戦略的提携関係を構築しており、国内外を問わず、広範囲にわたってリーガルサービスを提供しています。

　当事務所には多数の弁護士が所属しており、４つの専門チームを構成しています。
　企業法務チーム
　家事事件チーム
　人身障害チーム
　刑事事件チーム

　クライアントに最高品質のリーガルサービスを提供するために、当事務所の弁護士は各々専門分野に特化
し、当該分野において、深い専門知識と豊富な経験を有し、圧倒的な解決実績を誇っています。

■ 事務所理念
　誰よりもクライアントに寄り添い、すべてのクライアントを幸福へと導く

■ 行動指針
１　専門特化：専門分野における深い知識と技術を身につけるために日々研鑽し、クライアントに最高の
　　リーガルサービスを提供する。
２　創造と進化：既存の法律事務所の概念にとらわれず、クライアントの声に耳を傾け、常に新たな価値を
　　創造する。それ以上に我々は、自分自身に耳を傾け、惰性を拒否する勇気を持ち、進化し続ける。
３　迅速な対応：クライアントを脅威から一刻も早く解放するために迅速に行動し、解決する。
４　幸福追求：法律問題の解決にとどまらずクライアントの幸福を実現するためのあらゆる施策を追求する。
５　力戦奮闘：不法な力に屈せず、クライアントのために、すべての力を出し尽くして戦う。
６　弁護士費用の明確化：弁護士費用を明確にし、クライアントに対し、わかりやすく説明する。
７　プライバシー保護：クライアントのプライバシーに十分配慮し、個人情報の保護を徹底する。

■　ロゴに込めた想い
　『デイライト』とは「日光」の意味です。
　当事務所のロゴは、輝く希望の光の広がりが、デイライトの頭文字である『Ｄ』を創り上げています。『Ｄ』
の光が様々な色や形をしているのは、クライアントの悩みが千差万別であることを表しています。このロゴ
には、このような深刻な悩みを抱えるクライアントに対し「希望の光を与えたい」という強い想いが込めら
れています。

【ホームページ】
オフィシャルサイト　www.daylight-law.jp
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■ 上海連絡オフィス

　デイライト法律事務所には、企業から

個人まで様々なクライアントがいます。

カンファレンス・ルームは、企業向けに、

大人数での打ち合わせ等が可能な大会

議室から、個人向けの小会議室まで、様

々なタイプのカンファレンス・ルームを設

置しています。

利用者ごとにカンファレンス・ルームを使

い分けることで、クライアントに対して、

快適な環境を提供しています。すべてのカ

ンファレンス・ルームには、リラックス効

果が高いＢＧＭが流れています。また、ク

ライアントのプライバシーに配慮して防

音性が高い壁を設置しています。

　博多の広大なオフィス内に模擬法廷を

設置しています。模擬法廷では、民事裁判

・刑事裁判において、クライアントが優位

に立てるように、証人尋問等の予行演習を

行うことが可能です。

　最大３６名を収容できるセミナールーム

を博多オフィス内に設置しています。セミナ

ールームでは、社労士等の士業、企業、市

民等を対象に、専門分野を中心とする法律

問題のセミナーを開催しております。セミナ

ールームには、プロジェクター、スクリーン、

マイク等を設置しています。

13/F , Hong Kong New World Tower , 

No. 300 Huaihai Zhong Rd , Shanghai , 

200021 , P.R.C.

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前2-1-1

福岡朝日ビル７階 

Tel: 092-409-1068  Fax: 092-409-1069

Email: info@daylight-law.jp

〒802-0001

北九州市小倉北区浅野2-12-21

SSビル８階

Tel: 093-513-6161  Fax: 093-513-6162

Email: kokura@daylight-law.jp

 　デイライト法律事務所は、福岡ナンバー１の規模（ワンフロア最大の面積）と、最先端の設備を備えた法律事務所です。オフィスのコ

ンセプトと施設について、ご紹介します。デイライト法律事務所のオフィス・コンセプトは、「リーガル・プラットフォーム」です。

■ オフィス・コンセプト

　当事務所は、地域ナンバー１法律事務所としての自覚と責任を持って、地域社会に貢献するためのオフィスとして設計されました。　

すなわち、単に自分達の依頼を受けるという、「従来の法律事務所」の枠組みにとらわれず、地域社会に開放された「プラットフォーム（基盤）」

となることを基本コンセプトしています。例えば、オフィス内にセミナールームを設置し、地域の企業や市民に対して、セミナーや勉強

会等の様々な活動を通じて「有益な情報を発信する場」を提供しています。また、コワーキングスペースを設置し、ビジネスパーソンや

経営者が当事務所を利用してビジネスプランを構築し、「地域経済を成長させる場」を提供しています。さらに、当事務所のスタッフだけ

ではなく、他事務所の弁護士、他士業、その他専門家等にもこれらの施設を開放しています。地域の専門家が当事務所を利用することで、

福岡の企業や市民への「サポート能力を向上させる場」を提供しています。このように、当事務所は、多くの利用者のプラットフォーム

となることで、単体ではなし得ないシナジー効果を生み出し、より高い「付加価値」を地域社会へ提供しています。 

■ 模擬法廷

■ 博多オフィス

■ 小倉オフィス

■ セミナールーム

博多駅
博多口

福岡朝日ビル (7F)
博多バス
ターミナル

福岡
センタービル

郵便局

小倉駅
新幹線口

ＳＳビル (8F/ 最上階 )
KMMビル

あるあるCity

リーガロイヤル
ホテル小倉

＜アクセス＞

ＪＲ博多駅博多口　　

徒歩約１分

地下鉄博多駅博多口　

徒歩約１分

近辺に時間貸駐車場有

＜アクセス＞

ＪＲ小倉駅新幹線口　

徒歩約１分

近辺に時間貸駐車場有

■ カンファレンス・ルーム

事務所紹介はこちらを
ご覧ください。

www.daylight-law.jp


