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電子メールアドレス
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オフィシャルサイト
http://www.frantech.jp
セミオフィシャルサイト http://www.frantech.biz

[業務内容]
フランチャイズ契約、コンピュータ・インターネット関係契約、ライセンス契約、代理店・販売店契約、
不正競争防止法、商標法、著作権法、製造物責任法、独占禁止法、労働法、個人情報保護法等を含む企
業法務（特に、予防法務（リーガル・リスク・マネジメント）及びベンチャー企業関係法務）
、渉外法
務及びこれらの分野に関する民事訴訟事件、並びにこれらの分野に関係する講演・セミナー
なお、産業財産権出願（特許出願、商標出願等）の手続については、協力関係にある特許・弁理士事務
所を紹介いたします。また、訴訟事件については、協力関係にある法律・弁護士事務所と共同して受任
する場合があります。

代表
弁護士 金井 高志 （登録番号 ２１２１７）
[経歴]
１９８５年３月
１９８６年１０月
１９８７年３月
１９８７年４月
１９８９年４月

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
司法試験合格
慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了（民事法学専攻 LLM）
最高裁判所司法研修所入所（第４１期司法修習生）水戸地方裁判所配属
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
（中川合同法律事務所（現在：クリフォー
ドチャンス法律事務所）入所）
１９９０年７-８月 アメリカ・カリフォルニア大学デイヴィス校
１９９２年５月
アメリカ・コーネル大学ロースクール修士課程修了（LLM）
１９９３年１０月 イギリス・ロンドン大学大学院修士課程修了（商事・企業法専攻 LLM）
１９９６年１０月 フランテック法律事務所設立

[その他、講師歴等]
武蔵野大学法学部 特任（客員）教授 （２０１５年４月―）
慶應義塾大学法科大学院 講師（現代契約実務）
（２００４年４月―）
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 スーパーバイザー学校 講師（２００２年４月―）
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 フランチャイズ経営士講座 講師
（２０１０年１１月―）
ＮＰＯ法人日本リスクマネジャー＆リスクコンサルタント協会 顧問 （２０１１年４月―）
内閣府
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一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 研究会員
日本商標協会 会員
日本私法学会 会員
日本ベンチャー学会 会員
法とコンピュータ学会 会員
エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワーク 会員
日本広報学会 会員
日本マーケティング学会 会員
駿河台大学法学部 講師（知的所有権法・民法）
（１９９８年 ４月―２０００年３月）
アタッカーズ・ビジネススクール 講師（アーリーステージ起業家支援講座 法務）
（２０００年１０月―２００１年１月）
財団法人 知的財産研究所 不正競争防止法委員会（営業秘密関係） 委員
（１９９６年９月―１９９７年３月） （１９９８年１１月―１９９９年３月）
経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課 サービス・フランチャイズ研究会 委員
（２００３年２月－６月）
全国銀行協会 あっせん委員会（紛争解決機関）委員 (２００８年１０月－２０１０年９月）
東洋大学法科大学院 アカデミックアドバイザー
（２００６年 ４月―２０１１年３月）
慶應義塾大学法学部 講師（民法）
（１９９９年 ４月―２０１５年３月）

アソシエイト弁護士
弁護士 藤井 直芳
[経歴]
２０１１年３月
２０１４年３月
２０１５年９月
２０１５年１１月
２０１６年１２月

（登録番号 ５４５４９）

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学法科大学院修了
司法試験合格
最高裁判所司法研修所入所（６９期司法修習生）山形地方裁判所配属
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）

フランテック社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 毎熊 典子 （登録番号 １３１００３３６）
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
行政書士試験合格者
宅地建物取引主任者
日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会 評議員・上級リスクコンサルタント
日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント
日本人事労務コンサルタントグループ 会員
日本広報学会 会員
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リーガル・スタッフ（パラ・リーガル）
永島 徹

中央大学法科大学院修了

行政書士試験合格者・宅地建物取引主任合格者

［金井高志の著作および講演・セミナー（過去５年間のみ）
］

【著作関係】
（フランチャイズ関係）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第５５回〔ストレスチェックの義務化〕
）
」
『フランジャ』
（２０１６年３月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第５４回〔個人情報保護法が改正されます〕
）
」
『フランジャ』
（２０１６年１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第５３回〔マイナンバー制度に対するＱ＆Ａ〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年１１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第５２回〔マイナンバー制度への具体的対応〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年９月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第５１回〔マイナンバー制度が始まります〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年７月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー （第５０回〔人材採用難時代の「限定正社員」活用術〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年５月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４９回〔過労死・過労自殺のない店舗経営のため
に〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年３月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４８回〔
「パートタイム労働法」が変わります〕
）
」
『フランジャ』
（２０１５年１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４７回〔人材採用難時代におけるパート・アルバイ
トの雇用〕
）
」
『フランジャ』
（２０１４年１１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４６回〔パート・アルバイトに対するパワハラ・セ
クハラとは～フランチャイジーの責任は？～〕
）
」
『フランジャ』
（２０１４年９月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４５回〔～ソーシャルメディアが加速させる「ブラ
ック企業問題」に見る～ パート・アルバイト確保のための対策とは）
〕
」
『フランジャ』
（２０１４年７月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４４回〔～従業員が発生させるソーシャルメディア
の炎上事件に見る～「バイトテロ」への備えは必要！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１４年５月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４３回〔フランチャイジーも未払い残業代請求への
備えが必要！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１４年３月号）
「特集② フランチャイズ制度の現状と課題 フランチャイズの紛争例と業界団体の取組」
『自由と正義』
（２０１４年３月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４２回〔御社のその正社員働きすぎではないです
か！？〕
）
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『フランジャ』
（２０１４年１月号）
「フランチャイズ契約を巡る課題と留意点」
『会社法務Ａ２Ｚ』
（２０１３年１２月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４１回〔本部に対して広告宣伝費についての使途な
どの開示を請求できる！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１３年１１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第４０回〔弁護士への相談はどうすればいい！？〕
）
『フランジャ』
（２０１３年９月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３９回〔フランチャイズのトラブルは誰に相談すれ
ばいい！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１３年７月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３８回〔デリバリー中の交通事故の被害者に対して
ジーが負う責任とは！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１３年５月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３７回〔フランチャイジーが理解しておくべき所得
税・住民税と社会保険料のルール〕
）
」
『フランジャ』
（２０１３年３月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３６回〔外国人をパート・アルバイトとして雇う際
の問題点とは！？～ＰＡとのトラブルの種類と解決方法～〕
）
」
『フランジャ』
（２０１３年１月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３５回〔パート・アルバイトの採用と解雇に関する
法律上の問題とは～ＰＡとのトラブルの種類と解決方法～〕
）
」
『フランジャ』
（２０１２年１１月号）
「特集 民法改正の学び方 サービス①役務提供契約」
『ビジネス法務』
（２０１２年９月号）中央経済社（森崎秀昭と共同執筆）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３４回〔パート・アルバイトの事故～フランチャイ
ジーが負う責任は？～〕
）
」
『フランジャ』
（２０１２年９月号）
「フランチャイジーのための実践法律セミナー（第３３回〔気をつけたいパート・アルバイトの休日や
割増賃金の計算方法！？〕
）
」
『フランジャ』
（２０１２年７月号）

（コンピュータ・インターネット・著作権法関係）
「特許に関する請求権の消滅時効」
『知財管理』
（一般社団法人日本知的財産協会）
（２０１６年９月）
（小林幸平との共同執筆）
「法定損害賠償制度―環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に伴う制度整備要請との関係―」
『コピライト』
（公益社団法人著作権情報センター）
（２０１６年７月）
（小林幸平との共同執筆）
「デジタル時代の危機管理Ｑ＆Ａ」
（取材記事）
『経営情報』
（２０１６年７月号）
「インターネット上での消費者による著作物利用行為と権利制限規定」
『コピライト』
（公益社団法人著作権情報センター）
（２０１６年１月）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス トラブル対処法と予防策」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１６年１月）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス ソーシャルメディア関連法」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１５年１１月）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス 活用法３：つながる」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１５年９月）
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「最終回 インターンシップのリスク対策」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年９月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス 活用法２：情報を発信する」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１５年７月）
「第５回 私的利用でのトラブル」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年７月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「BYOD にかかわるトラブル防止の実務ポイント」
『労務事情』
（２０１５年６月）産労総合研究所（毎熊典子との共同執筆）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス 活用法１：情報を集める」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１５年５月）
「第４回 『バイトテロ』の防止対策」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年５月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「第３回 ネット上の内部告発」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年４月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「ＦＰ実務と倫理・コンプライアンス ＦＰとソーシャルメディア①ソーシャルメディアの活用と課題」
『Journal of Financial Planning』
（日本版ＦＰジャーナル）
（２０１５年３月）
「実務詳説 ライセンス契約におけるロイヤルティの実務上の留意点」
『会社法務Ａ２Ｚ』
（２０１４年１２月号）第一法規
「第２回 職場のソーシャルハラスメント」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年１月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「第１回 ソーシャルリクルーティング実施上の留意点」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１４年１１月）中央経済社
（毎熊典子との共同執筆）
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年５月）中央経済社（毎熊典子との共同執筆）
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年４月）中央経済社（毎熊典子との共同執筆）
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年３月）中央経済社（毎熊典子との共同執筆）
「新連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年２月）中央経済社（毎熊典子との共同執筆）
「BYOD に潜むリスクと導入上のポイント」
『経理情報』
（２０１４年１月）中央経済社（毎熊典子との共同執筆）
「これからのクラウド・ソーシャルメディアにかかわる労務トラブル Q&A」
『労務事情』
（２０１３年６月）産労総合研究所（毎熊典子との共同執筆）
「実務に不可欠 FP のための著作権集中ゼミ」
（監修）
（２０１３年５月）日本版 FP ジャーナル
『民法でみる知的財産法〔第２版〕
』
（著書）
（２０１２年８月）日本評論社

（ベンチャー企業等の企業法関係）
「実務と倫理・コンプライアンス個人情報保護法－４ 安全管理措置」
『Journal of Financial Planning』(日本版ＦＰジャーナル)（２０１０年９月号）日本ＦＰ協会
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「実務と倫理・コンプライアンス個人情報保護法－３ 個人情報の開示請求への対応」
『Journal of Financial Planning』(日本版ＦＰジャーナル)（２０１０年７月号）日本ＦＰ協会
「最高裁がネット上の名誉毀損を初判断！企業のレピュテーション対策」
『ビジネス法務』
（２０１０年７月）中央経済社
「Ｌｅｇａｌ Ｒｉｓｋ！ 新たな広告・流通形態」
『ビジネスロー・ジャーナル』
（２０１０年７月）レクシスネクシス・ジャパン株式会社
「実務と倫理・コンプライアンス個人情報保護法－２ 個人情報の取得・利用時の注意点」
『Journal of Financial Planning』(日本版ＦＰジャーナル)（２０１０年５月号）日本ＦＰ協会
「実務と倫理・コンプライアンス個人情報保護法－１ 個人情報と個人情報取扱事業者」
『Journal of Financial Planning』(日本版ＦＰジャーナル)（２０１０年３月号）日本ＦＰ協会

【講演・セミナー関係】
（フランチャイズ関係の講演・セミナー）
「加盟成功のためのフランチャイズ本部の見つけ方」
（２０１７年２月）
（日本経済新聞社「第３２回フランチャイズ・ショー２０１７」
）
「スーパーバイザーのための法律の基礎知識」
（２０１６年７月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「スーパーバイザー学校」
）
「加盟成功のためのフランチャイズ本部の見つけ方」
（２０１６年３月）
（日本経済新聞社「第３２回フランチャイズ・ショー２０１６」
）
「スーパーバイザーのための法律の基礎知識」
（２０１５年７月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「スーパーバイザー学校」
）
「加盟成功のためのフランチャイズ本部の見つけ方」
（２０１５年３月）
（日本経済新聞社「第３１回フランチャイズ・ショー２０１５」
）
「リスクマネジメント」
（２０１４年１１月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズ経営士講座」
）
「スーパーバイザーのための法律の基礎知識」
（２０１４年５月、９月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「スーパーバイザー学校」
）
「加盟成功のためのフランチャイズ本部の探し方と選択基準」
（２０１４年３月）
（日本経済新聞社「第３０回フランチャイズ・ショー２０１４」
）
「スーパーバイザー養成基礎講座Ⅱ（法律）
」
（２０１３年１２月）
（福岡県「フランチャイズ経営講座 スーパーバイザー養成基礎コース」
）
「リスクマネジメント」
（２０１３年１１月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズ経営士講座」
）
「スーパーバイザーのための法律の基礎知識」
（２０１３年５月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「スーパーバイザー学校」
）
「ＦＣ加盟成功への加盟チェックポイント」
（２０１３年３月）
（日本経済新聞社「第２９回フランチャイズ・ショー２０１３」
）
「ＦＣリスクマネジメント講座」
（２０１２年９月）
（福岡県新生活産業多店舗展開支援事業）
「リスクマネジメント」
（２０１２年７月）
（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズマネジメント講座［公開講義］
」
）
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（コンピュータ・インターネット関係の講演・セミナー）
「ＦＰに必要なソーシャルメディア活用法 －ソーシャルメディア活用に伴うトラブル対処法と予防
策－」
（２０１６年９月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「ＳＮＳ利用から従業員と会社を守る法律知識」
（２０１６年９月）
（公益社団法人日本マーケティング協会）
「ＦＰ実務家に求められる著作権の知識」
（２０１６年７月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「ソーシャルメディア・検索エンジンを巡る最近の法律問題」
（２０１６年６月）
（フランテックセミナー）
「ソーシャルメディアをめぐる法律問題」
（２０１６年５月）
（三田法曹会）
「ＦＰ実務家に求められる著作権の知識」
（２０１６年５月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「医薬品のマーケティングにおけるソーシャルメディア利用」
（２０１６年４月）
（企業内セミナー）
「ＦＰ実務家に求められる著作権の知識」
（２０１６年４月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「ＦＰ実務家に求められる著作権の知識」
（２０１６年３月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応」
（２０１６年２月）
（一般社団法人茨城県経営者協会）
「ＢＹＯＤを巡る企業のリスクマネジメント」
（２０１６年２月）
（株式会社ＨＤＥ）
「ＦＰ実務家に求められる著作権の知識」
（２０１５年１２月）
（ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）
「インターネット上での消費者による著作物利用行為」
（２０１５年１２月）
（フランテックセミナー）
「ＢＹＯＤを巡る企業のリスクマネジメント」
（２０１５年１２月）
（株式会社ＨＤＥ）
「ソーシャルメディア活用に伴うリスク対策～自分自身と会社を守るために～」
（２０１５年１１月）
（企業内セミナー）
「インターネット上での消費者による著作物利用行為と権利制限規定」
（２０１５年１０月）
（公益社団法人著作権情報センター 著作権研究会）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応」
（２０１５年３月）
（一般社団法人茨城県経営者協会）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応策」
（２０１５年２月）
（日経デジタルマーケティング）
「ソーシャルメディア活用の留意点」
（２０１５年１月）
（企業内セミナー）
「学校における SNS 利用による不祥事の実情とその対応」
（２０１４年１１月）
（エデュース）
「大学における SNS の不適切利用の実情とその対策について」
（２０１４年１１月）
（大学内セミナー）
「学校における SNS の不適切利用による不祥事の実情とその対策について」
（２０１４年７月）
（エデュース）
「ソーシャルメディア利用を巡る企業・組織のリスクマネジメント」
（２０１４年５月）
（株式会社新建新聞社 リスク対策.com）
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「ソーシャルメディア時代のリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１４年５月）
（企業内セミナー）
「最近の労働問題における危機管理～ソーシャルメディア（SNS）におけるトラブルを中心に～」
（２０１４年５月）
（日本フードサービス学会）
「ＢＹＯＤを巡る企業のリスクマネジメント」
（２０１４年４月）
（株式会社ＨＤＥ）
「ＢＹＯＤを巡る企業のリスクマネジメント」
（２０１４年３月）
（株式会社ＨＤＥ）
「ＳＮＳ等の情報発信対策とリスクマネジメントについて
～企業リスクを最小化するソーシャルメディアポリシー・就業規則作成の要点～」
（２０１４年３月）
（公益社団法人愛知労働基準協会）
「ソーシャルメディア等 IT 活用に伴うリスク対策」
（２０１４年２月）
（神奈川県商工会議所連合会）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応策」
（２０１４年１月）
（日経デジタルマーケティング）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応策」
（２０１３年１１月）
（日経デジタルマーケティング）
「ソーシャルメディアを巡る企業リスクと法的知識・対応策 ～会社法・内部統制におけるソーシャル
メディアポリシー・規程の位置付けと作成方法～」
（２０１３年１１月）
（株式会社プロネクサス）
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応策」
（２０１３年１０月）
（日経デジタルマーケティング）
「ソーシャルメディア活用において考えるべき対策」
（２０１３年１０月）
（中部マーケティング協会）
「レピュテーション保護における広報と法務の役割 ～ソーシャルメディアにおける危機発生時の対
応を例として～」
（２０１３年１０月）
（日本広報学会）
「ＢＹＯＤを巡る企業のリスクマネジメント」
（２０１３年１０月）
（一般社団法人企業研究会）
「従業員のソーシャルメディア利用を巡る企業リスク」
（２０１３年９月）
（公益財団法人関西生産性本部）
「外食店舗におけるソーシャルメディアを巡る企業リスクと対応策」
（２０１３年９月）
（一般社団法人日本フードサービス協会）
「企業のリスクを最小化する ソーシャルメディアポリシー・ガイドライン作成の要点」
（２０１３年８月）
（みずほ総合研究所株式会社）
「歯科医師のソーシャルメディア利用法～Facebook・Twitter で失敗しないために～」
（２０１３年７月）
（株式会社ガイドデント）
「ソーシャルメディア活用に向けた企業のリスク対策」
（２０１３年７月）
（印刷工業会）
「ソーシャルメディアを巡る企業リスクと法的知識・対応策 ～会社法・内部統制におけるソーシャル
メディアポリシー・規程の位置付けと作成方法～」
（２０１３年５月）
（株式会社プロネクサス）
「ソーシャルメディア活用の法的問題」
（２０１３年４月）
（公益社団法人日本マーケティング協会）
「ソーシャルメディアの危機管理～企業と社員をネット・トラブルから守るために～」
（２０１３年３月）
（企業内セミナー）
「ソーシャルメディア時代の企業のリスクマネジメント」
（２０１３年３月）
（グループ企業管理者向け企業内セミナー）
「ソーシャルメディア活用に向けた企業のリスク対策」
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（２０１３年３月）
（日本経済新聞社）
「ソーシャルメディアをめぐる企業のリスク管理の実務とソーシャルメディアポリシー・ガイドライン
作成の要点」 （２０１３年２月）
（みずほ総合研究所株式会社）
「インターネット・ソーシャルメディア利用に伴う労務問題の発生の背景事情」
（２０１３年１月）
（一般財団法人産業経理協会）
「ソーシャルメディアを巡る企業リスクと法的知識・対応策」
（２０１３年１月）
（日経デジタルマーケティング）
「従業員によるソーシャルメディアの不適切利用への実務対応」
（２０１３年１月）
（企業内セミナー）
「ソーシャルメディア・マーケティングの法的問題」
（２０１２年１１月）
（フランテックセミナー）
「ソーシャルメディア時代の企業リスクとガイドライン作成『ソーシャルメディアを巡る企業リスクと
法的知識・対応策』
」
（２０１２年１０月）
（日経デジタルマーケティング）
「ソーシャルメディアの活用に必要なリスク対策～ソーシャルメディア・マーケティングを実践するた
めの法律知識～」
（２０１２年１０月）
（日本経済新聞社）
「ソーシャルメディア時代の企業のリスク対策～企業と社員をソーシャルメディア利用に伴うトラブ
ルから守るために～」
『従業員によるネット不祥事を予防する社内体制の構築』
（２０１２年９月）
（一般社団法人企業研究会）
「従業員のソーシャルメディア不適切利用への実務対応」
（２０１２年９月）
（みずほ総合研究所株式会社）
「ソーシャルメディアに関する企業のリスクと法的知識」
（２０１２年９月）
（東京都労働相談情報センター）
「ソーシャルメディアの不適切利用と企業のリスクマネジメント－トラブル対応と予防のための体制
整備－」第１部「名誉毀損・信用毀損等に対する企業のリスクマネジメント～ネット上の誹謗・中傷
と企業対応～」
（２０１２年８月）
（一般財団法人産業経理協会）
「従業員のソーシャルメディア活用の注意点と企業の責任」
（２０１２年７月）
（公益社団法人日本マーケティング協会）

（ベンチャー企業等の企業法関係の講演・セミナー）
「成長ステージに応じた労務リスクマネジメント」
（２０１５年８月）
（日本ＩＰＯ実務検定協会・ＴＥＣＣ共催セミナー）
「消費者からのクレームに対する広報と法務の役割分担・守備範囲」
（２０１３年３月）
（日本広報学会）

【毎熊典子の著作】
「外国人の雇用管理における留意点」
『会社法務Ａ２Ｚ』
（２０１６年９月号）第一法規
「デジタル時代の危機管理Ｑ＆Ａ」
（取材記事）
『経営情報』
（２０１６年７月号）
「ネットトラブルを未然に防ぐ従業員教育と、炎上後の鎮火の仕方」
『月刊コンビニ』
（２０１６年６月号）
「厚生労働省と文科省が要請する『ブラックバイト対策』の内容」
『企業実務』
（２０１６年５月）日本実業出版
「在宅勤務導入時の留意点と規程のつくり方」
『ビジネス法務 ～特集２ 女性が働きやすい法務部をつくろう～』
（２０１６年２月）中央経済社
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「改正個人情報保護法とマイナンバー制度 企業が知っておきたい改正の背景とポイント」
『リスク対策.com』
（２０１６年１月）新建新聞社（２０１５年１１月１８日開催セミナー講演録）
「最終回 インターンシップのリスク対策」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年９月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「第５回 私的利用でのトラブル」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年７月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「BYOD にかかわるトラブル防止の実務ポイント」
『労務事情』
（２０１５年６月）産労総合研究所（金井高志との共同執筆）
「第４回 『バイトテロ』の防止対策」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年５月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「第３回 ネット上の内部告発」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年４月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「最終回 『ブラック企業』と言われないために」
（２０１５年３月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
「第５回 企業・組織のソーシャルメディアリスク対策」
（２０１５年１月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
「第２回 職場のソーシャルハラスメント」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１５年１月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「柔軟な働き方を実現する在宅勤務規程・BYOD 規程」
『人事実務 ～特集 ICT ツールを活用した働き方改革～ 』
（２０１４年１２月）産労総合研究所
「第１回 ソーシャルリクルーティング実施上の留意点」
『ビジネス法務 ～ソーシャルメディア時代の労務管理～』
（２０１４年１１月）中央経済社
（金井高志との共同執筆）
「第４回 私物スマートフォン持ち込みの留意点 」
（２０１４年１１月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
「ネット炎上の危機 SNS 利用のルール作りとトラブルへの対処の仕方」
『飲食店経営』
（２０１４年１０月）商業界
「
『業務時間外に LINE』はパワハラ？ ソーシャルメディア時代の労務管理」
『月刊総務』
（２０１４年９月）ウィズワークス
「第３回 スマートフォンの業務利用における留意点 」
（２０１４年９月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
「特集ホテルのリスクマネジメント～IT セキュリティ～」
『HOTEL Review』
（２０１４年８月）日本ホテル協会
「第２回 クラウドサービス導入下における労務リスクマネジメント」
（２０１４年７月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
「第１回 インターネット新時代の労務リスク」
（２０１４年５月）
『リスク対策.com ～シリーズ インターネット新時代の労務リスクマネジメント～』
株式会社新建新聞社
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「新入社員～入社側のリスクと受け入れる側のリスクについて」
『Risk Management AGE』
（２０１４年４月）日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年５月）中央経済社（金井高志との共同執筆）
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年４月）中央経済社（金井高志との共同執筆）
「連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年３月）中央経済社（金井高志との共同執筆）
「新連載 法務のお悩み相談」
『ビジネス法務』
（２０１４年２月）中央経済社（金井高志との共同執筆）
「メディアリテラシーを高め、不祥事を未然に防ぐ」
（取材記事）
『えんゆう』
（２０１４年２月）
「BYOD に潜むリスクと導入上のポイント」
『経理情報』
（２０１４年１月）中央経済社（金井高志との共同執筆）
「従業員・顧客等の『センシティブ情報』の取扱い Q&A」
『企業実務』
（２０１３年１１月）日本実業出版社
「これからのクラウド・ソーシャルメディアにかかわる労務トラブル Q&A」
『労務事情』
（２０１３年６月）産労総合研究所（金井高志との共同執筆）
「社労士業務におけるソーシャルメディア・IT ツール活用メリットと利用上の留意点」
『開業社会保険労務士専門誌 SR』
（２０１３年 月刊『ビジネスガイド』別冊６月号）日本法令

【毎熊典子の連載寄稿記事】
トーチ出版発行誌『フランジャ』WEB サイト
『知っとこ！フランチャイズ』毎熊典子の労務セミナー
「第１回 人を雇うってどういうこと？」
（２０１５年１月８日）
「第２回 経営者なら知っておきたい労働法」
（２０１５年２月５日）
「第３回 正社員とパート・アルバイトの違いは？」
（２０１５年３月５日）
「第４回 トラブルを防止する雇用契約の結び方とは？」
（２０１５年４月２日）
「第５回 社会保険に加入していますか？」
（２０１５年５月７日）
「第６回 確実な賃金の支払い」
（２０１５年６月４日）
「第 7 回 マイナンバー制度が始まります」
（２０１５年７月２日）
「第８回 マイナンバー制度開始に向けての準備」
（２０１５年７月３０日）
「第９回 マイナンバー取扱ルールの定め方」
（２０１５年９月３日）
「第１０回 マイナンバー収集時の留意点」
（２０１５年１０月８日）
「第１１回 マイナンバー対応業務」
（２０１５年１１月１２日）
「第１２回 マイナンバー制度の今後の展開」
（２０１５年１２月１０日）
「第１３回 ご存知ですか？『ブラックバイト』の自主点検表」
（２０１６年１月２１日）
「第１４回 ご存知ですか？義務化された『ストレスチェック』
」
（２０１６年２月１８日）
「第１５回 強化される厚生年金未加入企業への立入検査」
（２０１６年３月１７日）
「第１６回 『キャリアアップ助成金の活用』
」
（２０１６年４月１５日）
「第１７回 強化される労働基準監督署の立入調査」
（２０１６年５月２０日）
ＮＰＯ法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会発行メールマガジン
『ソーシャルメディアに関わる職場のトラブルＱ＆Ａ』
「第１回 会社が社員のソーシャルメディア利用を規制することは可能か？」
（２０１３年７月）
「第２回 ソーシャルメディアの利用に関して就業規則の変更は可能か？」
（２０１３年８月）
「第３回 ソーシャルメディアポリシーを作成する際の留意点は？」
（２０１３年９月）
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「第４回 社員のソーシャルメディア利用をモニタリングする方法は？」
（２０１３年１０月）
「第５回 不適切な書込みをした社員への対応は？」
（２０１３年１１月）
「第６回 ソーシャルメディア上で内部告発をした社員の懲戒処分は可能？」
（２０１３年１２月）
「第７回 不適切な投稿をした社員を懲戒解雇できる？」
（２０１４年１月）
「第８回 社員が情報漏洩トラブルを起こした場合の会社の責任は？」
（２０１４年２月）
「第９回 役員のソーシャルメディア利用に伴うトラブルを防止する方法は？」
（２０１４年３月）
「第１０回 ソーシャルハラスメントとは？」
（２０１４年４月）
ＮＰＯ法人日本リスクマネジャー＆コンサルタント協会発行メールマガジン
『働く女性のリスクマネジメント』
「第１回 働く女性を守ってくれる法律」
（２０１１年１０月）
「第２回 女性のみの採用募集、これって、あり？」
（２０１１年１２月）
「第３回 同一価値労働同一賃金の原則をご存知ですか？」
（２０１２年２月）
「第４回 職場のパワーハラスメントの予防・解決をめざして」
（２０１２年４月）
「第５回 副業を行う際の留意点」
（２０１２年６月）
「第６回 改正育児・介護休業法が全面施行されました」
（２０１２年８月）
「第７回 知らないではすまされないソーシャルメディアのコワさ」
（２０１２年１０月）
「第８回 ～パート・アルバイトはどこまで守れる？～有期雇用労働者の保護および
地位の向上を目的とする労働法の改正」
（２０１２年１２月）
「第９回 ～１０３万円・１３０万円の壁をどう考えるか～『共働きの有利な働き方』とは」
（２０１３年１月）
「第１０回 女性が活躍する社会をめざして」
（２０１３年４月）

【毎熊典子の講演・セミナー関係】
「外国人雇用管理における留意点と実務対策」
（２０１７年３月）企業研究会
「ソーシャルメディア時代の企業のリスク対策～管理者のための情報管理対策～」
（２０１７年２月）東京経営者協会
「ソーシャルメディア時代のリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１６年１２月）千葉科学大学
「職場のリスク管理（個人情報保護・マイナンバー制度・従業員のＳＮＳ利用等）
」
（２０１６年１１月２８日）東京都多摩労働カレッジ
「従業員のソーシャルメディア利用を巡るトラブルとその対策」
（２０１６年６月）たましん法人総合サービスＢＯＢ
「従業員のソーシャルメディア利用を巡るトラブルとその対策」
（２０１６年３月）東京社会保険労務士会千代田統括支部研修会
「マイナンバー対応の最新動向と総点検」
（２０１６年２月）株式会社エデュース
「マイナンバー対応の最新動向と総点検」
（２０１６年１月）株式会社エデュース
「マイナンバー制度がはじまります」
（２０１５年１２月）千葉県私立大学総務・経理事務担当者連絡会議
「改正個人情報保護法の概要とマイナンバー制度」
（２０１５年１２月）フランテックセミナー
「職場のリスク管理（個人情報保護・マイナンバー制度の導入・従業員のＳＮＳ利用）
」
（２０１５年１１月）東京都多摩労働カレッジ専門講座
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「ＢＣＰ担当者が最低限知っておきたい改正個人情報保護法の概要とマイナンバー制度」
（２０１５年１１月）リスク対策．ＣＯＭ
「マイナンバー制度がはじまります」
（２０１５年１１月）大乗淑徳学園
「ソーシャルメディア時代のリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１５年１１月）千葉科学大学
「マイナンバー制度がはじまります」
（２０１５年１０月）大阪電気通信大学高等学校
「マイナンバー制度がはじまります」
（２０１５年１０月）大阪電気通信大学
「ソーシャルメディア時代の企業のリスク対策」
（２０１５年６月）愛媛県印刷工業組合
「マイナンバー制度」の概要と企業への影響 ～これで安心！マイナンバー制度導入に向けた３つのポ
イント～」
（２０１５年６月）弥生株式会社
「ＳＮＳを巡る企業リスクと法的知識・対応」
（２０１５年３月）東京不正検査研究会
「若手社員をめぐる労務トラブルとその予防に向けた対応 －求められる管理職のマネジメント力－」
（２０１５年３月）一般財団法人産業経理協会
「ブラック企業」認定回避の労務管理、人材採用へのＳＮＳ活用
（２０１５年２月）日経デジタルマーケティング
「若手社員をめぐる労務リスクマネジメント～事例でみる２０～３０代社員の労務トラブルの
傾向と対策～」
（２０１４年８月）一般財団法人産業経理協会
「私有スマホの社内持込みと使用規程、業務利用規程の作成要領」
（２０１４年６月）経営調査研究会・金融財務研究会
「ソーシャルメディア時代の労務リスクマネジメント～ソーシャルハラスメントの実態と対策～」
（２０１４年６月）ホットリンク
「ソーシャルメディア時代の労務リスクマネジメント」
（２０１４年５月）株式会社新建新聞社 リスク対策.com
「
“炎上社員”をださないためのソーシャルメディアポリシー・就業規則作成の要点」
（２０１４年５月）中小企業福祉事業団
「ソーシャルメディア時代のリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１４年５月）千葉科学大学
「ソーシャルメディア時代のリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１４年４月）江戸川区役所［新人研修］
「ソーシャルメディア時代に求められるルール整備と企業への提案」
（２０１４年３月）名南経営コンサルティング
「ハラスメント防止対策セミナー～パワハラ・セクハラをしない・させない職場作り～」
（２０１４年２月）テルウェル東日本株式会社
「自社から“炎上社員”をださないために人事・総務がすべきこと～入社時の教育・契約のあり方・
ＳＮＳを職場で使う際の注意点～」
（２０１４年１月）日経デジタルマーケティング
「新型労務問題・ＳＮＳ対策セミナー」
（２０１３年１１月）ソーレ
「自社から“炎上社員”をださないために人事・総務がすべきこと～入社時の教育・契約のあり方・
SNS を職場で使う際の注意点～」
（２０１３年１１月）日経デジタルマーケティング
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「チェーン経営企業のネットリスク対策 ～“炎上社員”をださないために～」
（２０１３年１１月）株式会社アクアネットニューフランチャイズ経営倶楽部 FC 本部運営研究会
「ハラスメント防止対策セミナー ～パワハラ・セクハラをしない・させない職場作り～」
（２０１３年１１月）日本フランチャイズチェーン協会
「自社から“炎上社員”を出さないために人事・総務がすべきこと
～入社時の教育・契約のあり方・SNS を職場で使う際の注意点～」
（２０１３年１０月）日経デジタルマーケティング
「企業・組織のリスクマネジメント～ソーシャルメディアリスク～」
（２０１３年１０月） 千葉科学大学
「新型労務問題・ネット問題対策セミナー」
（２０１３年１０月） 日本フランチャイズチェーン協会
「ＢＹＯＤ導入・運用に伴う労務管理のポイント」
（２０１３年１０月） 一般社団法人企業研究会
「ネット・トラブル予防のための社内体制」
（２０１３年９月） 公益財団法人関西生産性本部
「インターネット新時代における認定プライバシーコンサルタント資格活用の意義と活用法」
（２０１３年８月） 日本プライバシーコンサルタント協会
「クリニックにおけるソーシャルメディア利用のルール～クリニックの評判を落とさないために～」
（２０１３年７月） 株式会社ガイドデント
「ソーシャルメディアリスクマネジメント～ソーシャルメディアを上手に利用するために～」
（２０１３年６月）千葉科学大学
「若手社員をめぐる労務トラブルとその予防に向けた対応
～事例でみる２０代・３０代社員の傾向と対策～」
（２０１３年３月）一般財団法人産業経理協会
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FRANTECH
フランテック法律事務所案内図

フランテック法律事務所
NCO 神田須田町 2 階

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１丁目４番地８ ＮＣＯ神田須田町２階
TEL ０３－３２５４－５６６５
FAX ０３－５２９８－６４０７
[最寄り駅]
（地下鉄）

・東京メトロ 丸の内線 淡路町駅
・都営地下鉄 新 宿 線 小川町駅
・東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅

A2 番出口
徒歩１分
A4 番出口
徒歩１分
B6 番出口
徒歩４分
(新御茶ノ水駅と小川町駅は連絡していますので、小川町駅の A4 番出口の利用が便利です。)

・東京メトロ 銀 座 線 神田駅

6 番出口（須田町方面出口）

徒歩５分

（ＪＲ）

・ ＪＲ神田駅

北口または西口
徒歩７分
(靖国通り方向へ歩き、靖国通りから上記の地図を御参照下さい)
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