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SSW Group seamlessly integrates 
two traditionally separate areas 
of advisory expertise, SSW Finance 
and SSW Pragmatic Solutions.

SSW Pragmatic Solutions ranks 
among Poland’s largest and most 
preeminent full-service law firms, of-
fering agile and solutions-oriented 
legal and tax support to large cor-
porations as well as small and me-
dium-sized businesses looking to 
enter the Polish market, reorganise 
or expand their existing operations 
in Poland.

SSW Finance is a corporate finance 
and transactions advisory expert, 
combining many years of expe-
rience with extensive sectoral ex-
pertise, offering a broad range of 
services comprising sell- and buy-
side M&A deal origination, corporate 
finance consulting, transactional 
advisory, commercial and finan-
cial due diligence, equity and debt 
financing advisory (including initial 
public offerings support) and indus-
try-specific consulting.

In addition SSW Group offers ready-
to-use shelf companies, registration 
for tax and social insurance, immi-
gration and relocation, virtual office, 
mail management and accounting 
services.

SSWグループは、SSWファイナンスと
SSWプラグマティックソリューションズ
という、従来は別々の専門分野であっ
た2つのアドバイザリーから構成され
ています。

SSWプラグマティックソリューションズ
は、ポーランドで最大かつ最も優れた法
律事務所の一つとして、ポーランド市場
への参入、ポーランドでの組織再編、既
存事業の拡大を目指す大企業や中小
企業に、課題解決型の法律・税務サポ
ートを提供しています。

SSWファイナンスは、コーポレートファ
イナンスとトランザクションアドバイザ
リーの専門家として、長年の経験と幅
広い分野の専門知識を組み合わせ、売
却側および買収側のM&A案件の組成、
コーポレートファイナンスコンサルティ
ング、取引アドバイザリー、商業および
財務デューディリジェンス、エクイティ
およびデットファイナンスアドバイザリ
ー（新規株式公開のサポートを含む）、
業界固有のコンサルティングを含む幅
広いサービスを提供しています。

さらに、SSWグループは、すぐに利用
できるシェルフカンパニー、税務・社会
保険登録、移住・移転、バーチャルオ
フィス、郵便物管理、会計サービスなど
を提供しています。
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This unique combination of exten-
sive services coupled with a strong 
local Polish footprint – through offic-
es in Warsaw, Cracow and Poznan – 
and truly global capabilities owing 
to an international network of best-
in-class partners, positions SSW 
Group perfectly to assist Japanese 
clients with all their legal, financial 
and commercial advisory needs 
in Poland and across Central and 
Eastern Europe.

The services are delivered to our 
Japanese clients through SSW 
Group’s integrated Japan Desk, led 
by senior English-qualified counsel, 
Mr. Mikio Kobayashi, and a team of 
senior investment bankers and ad-
visors, including Mr. Keiichiro Asano 
and Mr. Masato Hayashi who pos-
sess significant experience of work-
ing for most prominent Japanese 
corporations, as well as a unique 
operational experience in manag-
ing Japanese businesses in Poland.

SSWグループは、ワルシャワ、クラクフ、
ポズナンの各オフィスを通じたポーラン
ド国内での強力なネットワークと、最高
レベルの国際的なパートナーと提携し
た幅広いサービスにより、ポーランド
および中・東欧全域で日本のお客様の
あらゆる法律、財務、商業アドバイザリ
ーニーズを支援するために最適なポジ
ションを確保しています。

SSWグループのジャパンデスクでは、
英国法弁護士小林幹生及び浅野慶一
郎氏、林真人氏などのシニアインベスト
メントバンカーやアドバイザーが、日系
企業での勤務経験や、ポーランドにおけ
る日系企業の経営に関する独自の経験
をもとに、日本のお客様へサービスを提
供しています。
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Head of Japan Desk (Legal)

Counsel

Solicitor (England & Wales)

Japan Desk

Senior Consultant

Japan Desk

Senior Consultant

→ mikio.kobayashi@ssw.solutions

→ +48 539 261 044

→ keiichiro.asano@ssw.solutions

→ masato.hayashi@ssw.solutions

→ +48 795 156 751

→ +48 731 810 379

Mikio Kobayashi

Keiichiro Asano

Masato Hayashi

Head of International Desks

Partner

Solicitor (England & Wales)

Attorney at law (Poland)

→ mateusz.chmielewski@ssw.solutions

→ +48 664 150 792

Mateusz Chmielewski

SSW Finance

Investment Banking Partner

Japan Desk Partner

→ cezary.pyszkowski@ssw.solutions

→ +48 603 661 537

Cezary Pyszkowski

ジャパンデスク主任
カウンセル
英国法弁護士

ジャパンデスク
シニアコンサルタント

ジャパンデスク
シニアコンサルタント

小林 幹生

浅野 慶一郎

林 真人

インターナショナルデスク主任
パートナー
英国法弁護士
ポーランド法弁護士

SSWファイナンス
インベストメントバンキングパートナー
ジャパンデスクパートナー
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