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ご挨拶

平素より、Mazzeschi 法律事務所への格別のご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

当事務所は2007年にイミグレーション専門の事務所としてイタリア進出を目的とする海外企業

のサポートを目指して開設しました。当事務所の創設者であるMarco Mazzeschi 弁護士は開設

当時20年以上のキャリア積んでいました。

イタリア移民法はその他のヨーロッパの国々と比べ手続きも長く複雑です。さらに、手続きの

ほとんどをイタリア語で進めなければないという点もあります。このようなシチュエーション

の中、当事務所は海外のお客様にとってできるだけスムーズに手続きを行えるよう、利用しや

すい法律事務所を創っていきたいと思ってきました。そのような理念に賛同した弁護士とス

タッフとが次々と入所して、現在の事務所となっています。

引き続きこれまでと変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

コンセプト

❖ お客様のニーズに合わせた最善の

ソリューションのご提案

❖ 各ステップのご説明

❖ 日本語でのフルサポート

❖ イタリア渡航前から滞在許可証の

受け取りまでのフルサポート

❖ 滞在許可証の申請、指紋採取のア

ポイントメントなどには弊事務所

のスタッフが同行しサポートいた

します。



マッツェスキ法律事務所について

イタリア移民法のスペシャリスト

2007年に創立されたマッツェスキ法律事務所は、イタリアにおける会社法、商法、ビジネス

移民法、市民権法に関する業務を専門に行っています。

当事務所は移民法サービスを提供するイタリア最大の法律事務所で、米国誌「Fortune 500」に

選ばれた100以上の企業に法的サポートを行っています。

各国のの大手企業のお客様を通して得た経験を生かし、グローバルな移民法サービスの提供を

いたします。経験豊富な多言語の弁護士、パラリーガルのチームですべての国のお客様に

イタリア移民法、市民権法における法的アドバイス、滞在許可証などの各種手続きのお手伝い

をいたします。

対応可能言語： 日本語・英語・中国語・スペイン語・イタリア語

当事務所が選ばれる理由

1. イタリアの移住における法、ガイドラインのエキスパート

私どもは、イタリア移民制度の複雑さを十分に理解しています。豊富な経験により、質の高い

移民法サービスをご提供することが可能です。最良の解決策をご提案し、法的困難を乗り越え

るためにすべての手続きを管理徹底いたします。 経験豊富な弁護士と移民法コンサルタント

のチームの協力により、イタリアビジネスのために必要なビザ、各種許可証取得のお手伝いを

いたします。

2. 入国管理局からの最新情報を常に入手

100以上の地域のコンサルタントからなるネットワークを通じ、イタリアの主要都市にある

入国管理局から常に皆様に役立つ最新情報を入手しています。 イタリア現地の実務で得た多く

の知識、突如、施行される入国管理局の様々な変更に対処しています。最良の結果を得ていた

だくために不足ない各種手続きの準備、申請を行います。

3. お客様にあったカスタマーサービス

効率的、積極的なビジネス移民法における解決策をご提案しております。イタリアに移住され

た方々は、そのグローバルな才能を開花させ、ご家族も弊社のサポートによってイタリア

に移住されています。 多国籍に及ぶ大手企業にサービスを提供した豊富な経験から、企業

ポリシーを尊重、プライバシー保護を厳守してお客様を サポートいたします。



マッツェスキ法律事務所について

パートナー

当法律事務所は公共及びプライベート財団、法人とのネットワーク

を確立しており、個人投資家や各国の起業家がイタリアにおける

事業展開や事業の拡大を支援しています。

Gov.t Agency in Inward Investmentの公式パートナー、

Invest in Tuscany  （トスカ―ナ投資事務所）の公式パートナーです。

メンバー

• 在イタリア日本商工会議所

• 在日イタリア商工会議所

• American Immigration Lawyers Association (AILA)

• TrustLaw (トムソン・ロイター財団）

アワード（受賞歴）

• Top 25 Immigration Attorney, UGLOBAL 2020

• Thought Leaders Global Elite, Who’s Who Legal 2020

• Who’s Who Legal Corporate Immigration 2018 

‘イタリアで最も推薦できる移民弁護士’

• Who’s Who Legal Corporate Immigration 2017: 

‘ヨーロッパでトップのイタリア移民弁護士’

• Chamber of Commerce of Siena “Family Friendly” award 2014

• Who’s Who of Corporate Immigration Lawyers 2010 

‘最も尊敬される移民弁護士’



代表弁護士について

マルコ・マッツェスキ

Marco Mazzeschi

創設者 マルコ・マッツェスキは、ビジネス移住や会社法において３０年以上の実績、経験

があり、イタリア移民法における第一人者です。

米国New Communications inc. による各界の著名人の略歴を掲載した年鑑の紳士録

≪Who’s Who Legal Immigration Corporate 2018≫には、「活動的で知識にあふれた

大変優秀な弁護士であり、イタリアで最も推薦される移民法弁護士」 と記述されています。

マッツェスキは、イタリア大手の法律事務所20年以上パートナー職などを経て2007年に

当法律事務所を創設しました。当法律事務所は移民法、市民権法に関する業務を専門的に

行っています。

すでに米国誌Fortune 500 に選出された100以上の企業進出、経営者の移住、起業、

ビジネス進出などにおけるサポートをしております。また、EU各国およびアメリカ法曹界

にも広い人脈を持ち、数多くのモビリティサービスを提供しております。

海外における国際会議、セミナーなどにおいてもイタリアを代表する移民弁護士として講演

し、各国の新聞や出版物に記事、論文を多く提供しています。

アカデミックな活動として、山東財経大学（済南）、中国文化大学（台北）にて定期的に

講義を実施しています。

資格 (Bar Admission)

学歴 (Education)

メンバー (Member)

所属 (Affiliation & Award)

•

ミラノ イタリア弁護士 (1988)

台湾 外国法事務弁護士 (2016)

台湾 仲裁弁護士 (2016)

シエナ大学 法学部（1985）

AILA米国移民法弁護士協会

IBA国際法曹協会

アジア・ビジネス・リサーチ誌 編集委員



ジャパンデスクについて

日本からのイタリア渡航に際し、安心して利用できるようミラノと東京に日本人担当者が常駐
しております。

ミラノオフィス （日本語・イタリア語・英語・スペイン語）

住所: 2nd Floor, Via Giacomo Leopardi 
7 – 20123 Milano – Milano

担当者: 柴田優 － リーガルコンサルタント
メールアドレス: ys@mazzeschi.it
電話番号: +39 0577 926921

東京オフィス （日本語・英語）

住所:   〒105-6027 
東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 27階

担当者: 足利弥生 － アドバイザー
メールアドレス: tokyo.office@mazzeschi.it
電話番号： 03-4567-6443



取り扱い業務

1．イタリア移民法

＜特徴＞

⚫ 長年の経験と専門性: MAZZESCHI法律事務所はイタリアビジネスイミグレーションを専門

としており、あらゆるケースを迅速に、そしてスムーズに解決するためのスキルと実績が

あります。

⚫ チームサポート: 各ケースは弁護士とイミグレーションチームで対応しております。

⚫ イタリア全土でのサポート: イタリアのどの都市でもサービスを提供しております。

⚫ 企業進出サポート: 企業進出時に必要な会社設立からビザ手配まで一括で対応します。

⚫ ビザ取得にも影響するため、要件を考慮したうえで的確な法人進出形態をアドバイスして

います。

⚫ 日本語での完全サポート: ファーストコンタクトから手続き完了まで、サービスは全て

日本語で提供いたします。

イタリア内（雇用主） 日本（申請者居住国） イタリア入国後

イタリア入国前（労働許可書）⇒ ビザ取得（日本）⇒ イタリア入国後（滞在許可書）まで

トータルサポートを提供しており、入国後の複雑な手続きもスムースにしています。

（日本語以外に、英語・イタリア語・スペイン語・中国語の対応可能です )

労働許可証 ビザ取得 滞在許可証



1．イタリア移民法

就労者 対象

駐在員用ビザ イタリアへ駐在員として赴任する目的

1. シニアポジションのビザ

2. 駐在員用ビザ(ICT) 

現地雇用ビザ イタリア企業と就労者との間に直接雇用契約を結ぶ場合

に適用

EU Blue Card

家族帯同ビザ 就労者とともに帯同する家族用ビザ

投資家 対象

投資家ビザ 一定の投資をすることで永住ビザを取得することを目的

自営業者 対象

自営業者用ビザ イタリアにて自営業(Self-Employment)を希望する方の
ビザ
１．既存イタリア企業の経営者や取締役として就労
２．起業家ビザ
３．スタートアップビザ
４.  フリーランスビザ



２．会社法と商法

⚫ 当事務所はイタリア国内でビジネス・起業なされる際に適切な法的助言と実践的なアドバ

イスを提供いたします。外国の企業がイタリアでビジネスを開始する際に、当事務所の会

社法と商法専門の弁護士チームがイタリアで起業をご希望のお客様に法的助言と実質的な

アドバイスを提供し、必要プロセスをスムーズに行えますようサポートいたします。

⚫ 会社の設立後、（スタートアップの設立も含まれます）、労働許可証から滞在許可証まで

サポートをいたします。

⚫ 弊事務所は会社の設立だけではなく、企業活動にまつわる法的助言、契約書・法律文書な

どの作成 および確認、交渉、リーガルチェックなども専門としております。 さらに、住

宅用または商業用・産業用のための不動産との交渉および取引のサポートも提供しており、

イタリアで起業なされる際には全面的にお客様を支援しております。

⚫ イタリアへ進出なさる際にデューデリジェンス調査が必要な場合、イタリアの金融機関、

サプライヤー、代理店などについての調査も行っております。

会社法に関するサービス

会社設立
会社設立・登記・定款作成などのサービス

（現地法人・支店・駐在員事務所）

契約書の作成と

リーガルチェック

イタリア語と日本語での契約書・同意書などの作成また

は各書類のリーガルチェック。

イタリア会社法に

関するガイダンス

イタリアビジネスに重要なツール、取締役会の制度など

の対応。

イタリア倒産法
イタリア法人における破産手続きまたは民事再生手続

き・債券届けや そのほかの関連サービス。

契約書などの作成・書類調達

書類調達・翻訳

イタリア法人企業の会社登記簿謄本、出生証明書、結婚
証明書などの書類手配（証明書など）
各書類の翻訳・ノータリゼーション（公証）・リーガリ
ゼーション （認証）・アポスティーユ手続きサービス

そのほかのサービス

イミグレーションの他に、イタリア生活に役立つ幅広い

サービスを提供しています。

各種ご相談はお気軽にお問合せください。



３．市民権法

⚫ イタリア市民権の取得をご希望の方々に法的サポートを提供しております。

⚫ イタリアの市民権に対する適用性の確認後、市民権の取得に必要なトータルサポートを

提供しています。

⚫ 市民権取得のファストトラック手続きも行っており、お客様ができるだけスムーズに

市民権を取得いただけますようサポートいたします。

• 市民権取得のための法的サポート

• 必要書類作成および書類収集のサポート

• 市民権の申請の準備と提出

• ファストトラック手続き

• 市民権関連の訴訟



事務所所在地

当事務所は、トスカーナに本社を置き、ミラノ支部を設けております。

メインスタッフはトスカーナとミラノを軸に勤務しておりますが、イタリア全土は

および世界のお客様にサービスを提供致します。

トスカーナ（本社）

Via Pieve in Piano 105–53034 

Colle di Val d’Elsa – Siena

Tel: +39 0577 926921

Fax: +39 0577 924530

Email: info@mazzeschi.it

ミラノ

2nd Floor, Via Giacomo Leopardi 

7 - 20123 Milano – Milano

Tel:+39 0577 926921

Email: ys@mazzeshi.it

東京（日本）

住所：〒105-6027 

東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー 27階

電話番号：03-4567-6443

Email: tokyo.office@mazzeschi.it

台北（台湾）

Rm. A, 2F., No.170, Dunhua N. Rd.,Songshan Dist.,

Taipei City 105, Taiwan

Tel: +886 2 2545 6280

Fax: +886 225473786

Email: asiadesk@mazzeschi.biz

URL: https://www.mazzeschi.it/ja/


