
 アレンズ法律事務所のご案内 



世界に拡がる
グローバルリーダーの 
ネットワーク
29カ国40拠点に
アレンズ法律事務所はアジア及び 
オーストラリアに拠点を配置しているほか、 
29カ国40拠点のグローバル・ネットワーク 
を持つ国際法律事務所です。
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当事務所は、世界のトップ企業100社のうち
55社、オーストラリアのトップ企業100社のう
ち75社以上を含む、数多くの世界の有力企
業および組織と共に仕事をしています。

当事務所は、顧客の皆様に対し、オーストラ
リア、アジアそして世界にまたがる第一級の
弁護士およびリソースへのアクセスをご提供
いたします。

当事務所は、ビジネスへの理解、プロフェッ
ショナル精神、そして技術的専門知識の面
で顧客の皆様から認知されております。

当事務所は、複雑難解な仕事に対して革新
的なアプローチをとること、そして顧客の皆
様に市場をリードする解決策をもたらすこと
に対して高い評価を受けております。

 当事務所の評判を築き上げたもの
それは、人材の質
そして顧客との絆の強さです
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 当事務所は、以下の業務分野において商業
的な洞察力と技術的に卓越した知識を兼ね
備えております

 銀行・金融法務   キャピタル・マーケット 

 気候変動  競争法  建設  一般企業法務 

 労働法  エネルギー  環境法および開発計画  ファンド・マネジメント   

 政府関係  インフラストラクチャー  倒産処理・企業再建  保険及び再保険  

 知的財産権  訴訟及び紛争解決  企業合併・企業買収 

 特許及び商標  プライベート・エクイティ  プロジェクト・ファイナンス  不動産  

 資源  税務  テクノロジー、メディア及び通信 
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 当事務所は、皆様の事業を知る努力を
惜しみません 

 銀行・金融サービス  政府関係  ヘルスケア  産業  

 インフラ・輸送  鉱業  石油・ガス  発電・公益事業  

 不動産  テクノロジー、メディア及び通信

当事務所は、以下の産業部門別に活動しております。
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AGL
• 豪電力ガス小売大手AGLエナジーによる11
億豪ドルのパプアニューギニア資産売却

Alinta
• 豪Alinta Finance社のデッド・エクイテ
ィ・スワップを伴う28億豪ドルの債務の再
構築において、セキュリティ・トラスティお
よびエージェントへの法務代理

APAググググ
•  BGグループからクイーンズランド州カーテ
ィスLNG（QLNG）パイプラインを50億米ドル
（60.5億豪ドル相当）で買収する案件につ
き法務助言

Archer Capital
• 米ベイン・キャピタルへのMYOB売却
•  ヘルスケア・オーストラリアの全株式
CHAMP ベンチャーズからの買収

Arrium（旧OneSteel）
•  9億3千万米ドルの戦略的買収および8億
7800万豪ドルの資金調達

Australian Wheat Board
•  国連の石油食料交換タスクフォースの捜
査後の株主集団訴訟

ANZ銀行
•  オーストラリア・パシフィックLNGプロジェ
クトの85億豪ドルのプロジェクト・ファイナ
ンス

•  Opes Primeの破綻およびPrimebroker証
券の破綻につき様 な々側面の法務代理

ANZ銀行インドネシア
•  6億豪ドルの大型クロスボーダー取引につ
き、9銀行からなるシンディケートのマンデ
イテッド・リード・アレンジャー、主幹事お
よびエージェントを担ったANZ銀行にオー
ストラリア法、英国法およびインドネシア
法の法務助言

Bendigo and Adelaide銀行
•  Great Southern社の破綻に関する投資
家集団訴訟を含む諸問題につき助言

カナダ年金計画投資委員会
•  Intoll Groupの34億7千万豪ドルの買収

Centro
•  Centro Properties Groupのシニア・レン
ダーに対する、Centro Retail Groupの
債務の整理・再構築・集約に関する法務
助言。本件はデッド・エクイティ・スワップ
取引を伴うオーストラリア最大級の企業の
リストラ案件となった。

Chevron社
•  外国資本が関与する中国最大の陸上天然
ガス合弁事業である川東北ガス田プロジ
ェクトにおける49%の権益の中国石油天然
気（ペトロチャイナ）からの取得

中国投資公司（CIC）
•  インドネシアおよびモンゴルにおける石炭
資産への5億米ドルの投資

CITICパシフィック・マイニング
•  70億豪ドル相当の磁鉄鉱石鉱山および関
連インフラ開発（海外鉄鉱石プロジェクト
に対する中国最大の投資）

ConocoPhillips
•  Origin Energyとの96億豪ドルのLNGジョ
イントベンチャー組成に関する法務助言

DUETグループ
• 3億9700万豪ドルの株主割当増資につき
法務助言

エクソンモービル
•  200億米ドル相当のパプアニューギニア初
のLNGプロジェクト 

Fitness First
•  世界的なヘルス/フィットネス小売事業
グループであるFitness First Groupの
財政・運営面でのリストラにつき、オース
トラリアに関する側面をOaktreeおよび
Marathon社に対して助言

Fosters
•  123億豪ドルでのサブミラー社による買収
につき法務助言

 業務実績 － 案件例概略
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FOXTEL
•  オースター社の20億豪ドルでの買収につ
きファイナンス、競争法、税法およびM&A
の側面につきFOXTEL社に法務助言

Frasers不動産
•  NSW州における5.8ヘクタールのセントラル
パークサイト開発（20億豪ドル相当）に関
する積水ハウスとの合弁事業につき助言
提供

Global Health Investment Fund
• メルボルンに拠点を置く非営利バイオ製
薬会社Medicines Developmentとの1,000
万米ドルのプログラムにつき法務助言

Goodman社率いるコンソーシアム
•  INGインダストリアル・ファンドの14億豪ド
ル相当の買収

GPTグループ グループ
• 3億2,500万豪ドルの資本調達およびGICか
らの交換可能証券の償還につき法務助言

Hutchison
•  ボーダフォン社との合併（オーストラリア
通信部門最大級の合併）

国際石油開発帝石（INPEX）
•  340億米ドル相当のイクシスLNGプロジェク
トに対する200億米ドルのプロジェクト・フ
ァイナンスにつき、プロジェクト再編およ
び権益売却を含め、国際石油開発帝石お
よびトタル社に法務助言

•  世界初の浮体式LNGプラントかつアジア最
大級の石油ガスプロジェクトであるマセラ
LNGプロジェクトの開発

Investa Properties社
•  国内外のレンダー7者との既存のデッド・フ
ァシリティの23億ドル相当のリファイナン
スにつき法務助言。本件は過去5年におい
てオーストラリア最大規模、世界金融危機
以降で世界第二の規模を誇る不動産ロー
ンとなった。

KDDI－住友商事コンソーシアム
• KDDI株式会社と住友商事コンソーシアム
のミャンマー連邦共和国における通信事
業参入につきアレンズの提携パートナー
であるリンクレーターズと共同で法務助
言。同コンソーシアムは、ミャンマー政府
機関であるミャンマー国営郵便・電気通
信事業体（MPT）と固定・モバイル通信事
業を共同で立ち上げることに合意。

マッコーリー銀行
•  Storm Financial社の数十億ドルに及ぶ
破綻に関し法務助言

NBN(National Broadband Network)
•  10億豪ドルの末端間固定無線通信設備調
達および管理サービス・プロジェクトにつ
き法務助言を提供

Newcrest社
•  アジア有数の産金会社誕生となった
Lihir Goldとの950億豪ドルの合併、およ
びCracowおよびMt. Rawdon金鉱の権益
売却

ニソン製油所プロジェクト
•  ベトナム北部におけるニソン製油所および
石油化学コンビナートの90億米ドル相当
の開発、建設およびプロジェクトファイナ
ンスのすべての面につき、事業SPCならび
に日本企業二社、ペトロベトナムおよびク
ウェート石油からなる事業スポンサーに
対して法務助言 

オンタリオ州教員年金計画委員会（OTPP）
•  シドニー淡水化プラントの23億豪ドルのリ
ファイナンスに対する最終オファーにつき
OTPP－ヘイスティング連合に対する助言

PTジャワ・パワー
•  インドネシアのパイトンII発電事業に対す
る150億米ドルのファイナンシング
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 業務実績 － 案件例概略

 戻る

クイーンズランド州政府
•  67億豪ドルのクイーンズランド鉄道（QR）
全国鉄道貨物輸送事業につき、オースト
ラリアにおける史上2番目の規模の新規
株式公開

リオ・ティント
•  BHPビリトンの1,070億ポンドの買収計画に
対する防衛 – 実現すれば世界の企業史
第二の規模の買収となった

•  BHPビリトンとの60億豪ドルのPilbara鉄
鉱石ジョイントベンチャー

•  152億米ドルの資金調達（オーストラリア
で行われた史上最大の資金調達）

•  中国アルミニウム（Chinalco）とのギニ
アにおけるシマンドウ鉄鉱開発合弁事業
（47%権益で13億5千万米ドル）

•  オユ・トルゴイ金・銅山プロジェクト（67億
豪ドル相当）に関するモンゴル政府との交
渉

•  リオ・ティント社の保有資産に対する中国
アルミニウム（Chinalco）による195億米ド
ルの投資計画

ロイヤル・ダッチ・シェル
•  中国石油天然気（ペトロチャイナ）と共に
炭層ガス会社アロー・エナジーを34億豪
ドルで買収した案件につき法務助言

St. George銀行
•  ウエストパック銀行との670億豪ドルの合
併（オーストラリア企業史最大の合併）に
つき法務助言

Tabcorp
•  2億豪ドルの無担保劣後債券のオファー、
会社分割、および4億5千豪ドルの資金調
達

ビクトリア州淡水化プラント
•  35億豪ドルのビクトリア州淡水化プラント
計画（オーストラリア最大の淡水化プラン
ト）の入札につき応札したコンソーシアム
の法務代理

Vung Ang II火力発電所
•  ベトナムにおける1200MWの火力発電所設
置につき包括的な法務助言を提供

ウェスファーマーズ
•  46億豪ドルの資金調達

WestConnex Delivery Authority
• シドニーM4高速道路拡張計画である
WestConnex道路プロジェクトの最初の建
設契約につき法務助言

ウエストパック銀行
•  10億豪ドルの2012年ハイブリッド証券、25
億豪ドルの機関投資家向け債券発行

Wiggins島石炭輸出ターミナル
•  クイーンズランド州初のユーザー出資の
石炭ターミナル（約30億豪ドル相当）融資
につきレンダーに法務助言

Wiri刑務所PPP
•  ニュージーランド発の大型PPPプロジェク
トである8億4千万NZドルのウィリ男性刑務
所プロジェクトにつきSecureFutureコン
ソーシアムに対する融資者（マッコーリー
キャピタル、ANZ銀行、ニュージーランド銀
行およびBOSインターナショナル）に法務
助言を提供

Woolworths社
• Woolworths社の不動産ファンドのスピン
オフであり）2012年最大の新規株式公開
となったショッピングセンター・オーストラ
レーシア・プロパティズ・グループの設立
につき助言

 事務所紹介

 顧客

 取扱分野

 セクター

 業務実績

 グローバル・ネットワーク

 市場における評価

 地域奉仕活動

 その他の情報



 グローバル・ネットワーク

 顧客に必要とされる場所に

アレンズ法律事務所はリンクレーターズとグ
ローバルな業務提携を結んでおります。本
提携のもと、アジア、アフリカ、および南米の
新興市場を含む29ヶ国40拠点のグローバル
ネットワークを通して、マーケットリーダーで
ある弁護士にアクセスできるようになってお
ります。

この業務補完提携により、それぞれの事務
所の最良のリソースから選ばれた統合チー
ムが一貫した品質の法務助言およびサポー
トを行う一元化されたサービスを、一つの窓
口から顧客の皆様にご提供することが可能
となりました。

アジアにおいて、両事務所はエネルギー、資
源およびインフラプロジェクト業務において
市場をリードする能力を提供するためジョイ
ント・ベンチャーを創設いたしました。
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 市場における評価

「オーストラリアン・ローファーム・オブ・ザ・イヤ

ー2014」受賞
Chambers Asia-Pacific 2014

11の業務分野において第一級の評価
Chambers Asia-Pacific 2015

プロジェクト＆エネルギー：鉱業・鉱物分野で

第一級の評価（全世界）
Chambers Global 2013および2014

「オーストラリアン・ディール・オブ・ザ・イヤー」

を含む５つの「ディール・オブ・ザ・イヤー」賞

を受賞
Australasian Legal Business Law Awards 2013

働きやすい男女平等の職場
2005年より継続認定されている職場における機会均等
エージェンシーによる「女性が働きやすい職場」に替わ
る認定呼称

 高い品質へのこだわりと顧客のニー
ズを的確に汲み取る心がけが大きな
評価につながりました
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 地域奉仕活動

 当事務所のスタッフが主導する
地域奉仕活動への取り組み

進む 

アレンズの活動報告書「Impact 2015」は、
一年を振り返り、アレンズの地域奉仕活動委
員会が取り組んできた活動をまとめたもので
す。同報告書は、人権問題、難民・亡命申請
者の処遇、先住民との和解、自然環境、障害
の軽減による社会的弱者の救済等の分野に
おいてアレンズが支援を行っている団体や取
り組んでいる活動を紹介しています。

私たちは、より良い地域社会のために多大な
情熱とエネルギーをそそいで取り組む職員
達を誇りに思います。

そして何よりも、私たちが関係を築いている
地域社会の団体・個人を称えたいと思いま
す。
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 地域奉仕活動

 戻る 

国際連合グローバル・コンパクト: アレン
ズ法律事務所はオーストラリアで最初に署
名した団体です。当事務所の国連グローバ
ル・コンパクトの経過報告書をご覧いただ
けます。

先住民との歴史的和解行動計画（RAP）: 先
住民と非先住オーストラリア人との格差是正
を促す同行動計画に参画した最初の大手法
律事務所です。当事務所のRAP報告書をご覧
いただけます。

プロボノ: 当事務所は348個人および160団
体へのプロボノ支援を提供することができ
ました。

人権: 当事務所は2013年に25件の難民・亡
命希望者の申請代理を含む61件の人権に関
するプロボノ支援活動を提供しました。

慈善事業: 毎年30以上のさまざまなコミュ
ニティ・グループを支援

カーボン・フットプリント: 当事務所は本年
度、炭素排出削減努力によりカーボン・ニュ
ートラル認定を受けた最初の法律事務所と
なりました。

働きやすい男女平等の職場: 連邦政府の職
場における男女平等エージェンシーにより、
男女平等の職場として9年連続で選出される

Jawunは、先住民リーダーとの協働により企業と

先住民事業の間の出向プログラムを展開していま

す。2011年以降、アレンズのスタッフは、Jawunへ

の出向を通してケープヨーク、ビクトリア州ゴーバ

ンマレー地方、シドニー市街地、北東アーネムラン

ドおよびウエストキンバリーの先住民事業の主要

プロジェクトに従事しました。United Nations
Global Compact

Communication on Progress

April 2015

Allens is an independent partnership operating in alliance with Linklaters LLP.
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 その他の情報

以下のリンクをご参照ください：

弁護士紹介

業務分野

セクター 

当事務所が配信する法律記事および音声アップデートの登録について

リンクレーターズのご案内

当事務所の弁護士、業務内
容、およびグローバルネットワ
ークについての詳細

アレンズ法律事務所はリンクレーターズと提携関係を持つ独立したパートナーシップです。 

Allens is an independent partnership operating in alliance with Linklaters LLP.

 事務所紹介

 顧客

 取扱分野

 セクター

 業務実績

 グローバル・ネットワーク

 市場における評価

 地域奉仕活動

 その他の情報

http://www.allens.com.au/experts/index.htm
http://www.allens.com.au/services/index.htm
http://www.allens.com.au/pubs/index.htm
http://www.linklaters.com/
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