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当事務所では、ソフトコモディティ、エネルギー、石炭、鉄鉱、非鉄金属、貴金属の他、セメント、肥料といったコモディティまで、幅広い
商品の国際販売に関する分野を取り扱っております。当事務所は世界中でサービスを提供しており、クライアントは多国籍エネルギ
ー・化学企業、石炭・金属取引業者、ソフトコモディティ商社、貿易金融銀行、投資ファンド、取引所、政府や省庁、ブローカー、保険業
者、貿易団体等多岐にわたります。

当事務所のコモディティ担当弁護士チームは、国際取引に携わるグローバルビ
ジネスコミュニティに対し、総合サービスを提供しております。当事務所はコモ
ディティ分野で長年の経験があり、世界各地にコモディティ専門のパートナー
約30人を擁する人材の厚さが強みです。

コモディティ業務に関してHFWを選
ぶ利点は?
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取扱業務
企業法務、M&A

当事務所ではさまざまなプロジェクトで企業のお手伝いをして
おり、資産や法人の所有権取得、処分、移転、再編の際必要とな
る各種契約や合意に関するリーガルアドバイスを提供しており
ます。以下の分野でのアドバイスに豊富な経験があります。

n 合併・買収

n 合弁事業

n マネジメントバイアウト・バイイン

n 企業グルーブ、商社グループの国際構成

n 負債・持分の発行

n 担保付き融資、無担保融資

n 企業再編、破産

また、初期法務デューデリジェンスや企業文書の検討、株式売
却・購入や株主合意の交渉等についてもお手伝いいたします。

法規制、制裁措置
独占禁止法、会社法、環境関連法、金融・商取引規制等複雑に
入り組んだ法規制の迷路で迷うことがないよう、以下のような場
面でクライアントをサポートします。

n  金融・競争規制下での市場濫用問題

n  その他の独占禁止関連問題（合併規制、制限的取引慣行、
カルテル、公共調達、国家補助、ダンピング等)

n  制裁措置について：当事務所では日常的に、イランやシリア、
リビア、スーダン、イラク、コートジボワール等の国に対する措
置や、最近ではウクライナ情勢に関連した国際体制について
もアドバイスを行っております。国連、EU、英国、アラブ首長
国連邦、フランス、オーストラリアで採択された制裁措置に
関するアドバイスを専門としておりますが、米国、韓国、バミ
ューダ、シンガポール、スイス等、その他の法域からのアドバ
イスも組み込んでおります。支払いに関する問題や、契約上
の適切な防御策、制裁措置に関する紛争等についてアドバ
イスいたしております。

n  EU「化学物質の登録・評価・認可及び制限に関する規則」
（REACH）等の環境規制

n  対政府支払いの透明性に関する新法や紛争鉱物規制等、
贈収賄防止・汚職防止法規

n  反マネーロンダリング規制

n  金融・エネルギー規制における認可・登録規定の範囲と影
響について、関連セーフハーバー規定や規制当局への申請、
自己資本比率規制その他のプルーデンシャル規制（ガバナ
ンス等）や業務遂行基準への準拠等に関するアドバイス等

デリバティブ
当事務所では、コモディティ等のデリバティブ取引を行うクライ
アントに対し、店頭取引・上場商品の両方についてアドバイスを
いたしております。特にエネルギー、金属、排出権、運賃デリバテ
ィブについて経験が豊富です。取引構造や契約に関する問題、
書類作成（ISDAその他のマスター契約、上場先物・オプション
取引の顧客向け文書、テーラーメードの文書作成）、精算や担
保、ネッティングや紛争等に関してアドバイスいたします。当事務
所のチームメンバーは、25年以上にわたってコモディティ先物や
OTCデリバティブ取引に関してアドバイスしてきました。デリバテ
ィブに関する報告義務やOTC取引の精算義務規定の新導入、
近々施行されるEU市場濫用規制の拡大、コモディティのポジシ
ョン枠設定や透明性規定等、さまざまな変更が導入されても即
座に理解することができるのは、長年培われた経験があればこ
そです。

貿易金融
当事務所の貿易金融業務には、主要業種やコモディティの詳し
い知識と金融分野のノウハウを備えた人材を揃えております。当
事務所では金融に関してアドバイスを行う際に、銀行法弁護士
がコモディティ担当弁護士と連携して業務を進めることが珍しく
ありません。生産者から金融業者、取引業者、運送業者、そして
エンドユーザーまで、この市場を網羅するクライアントにフルサ
ービスを提供しております。

当事務所の貿易金融取扱業務は、プロジェクトに関するアドバ
イス、輸出前融資、リボルビング貿易融資、期限前弁済、前払い、
ボロイングベースファシリティー、荷為替信用状、信用状、信用
保険、輸出信用保険、イスラム金融、ヘッジ契約等です。

建設プロジェクト
当事務所では調達、リスク評価・管理、コモディティスペースにお
ける建設プロジェクト引渡しまで、あらゆる面にわたってクライア
ントにアドバイスをいたしております。中でも以下の分野を得意と
しております。

n  精錬所、港湾施設、パイプラインの建設合弁事業

n 操業・保守契約

n プロジェクト進捗監視

n  入札

n  建設保険
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保管、荷役
当事務所は港湾ターミナル施設を含む貨物保管と荷役のあら
ゆる面に関して幅広い経験を有しており、港湾ターミナルへのア
クセス交渉や、必要な業務委託契約書の作成、港湾開発に関し
て、建設、合併・買収（M&A）、マネジメントバイアウト（MBO）、戦
略的提携、合弁事業、企業再編、これらに関わる資金調達まで
含めたアドバイス提供を行うことができます。

紛争解決
当事務所はコモディティに関する紛争解決に長年の経験があ
り、コモディティ法分野の主要な事例に数多く関わってきまし
た。国内・海外の裁判所でクライアントを代理する他、多様な国
際規定（CIETAC、SIAC、HKIAC、ICC、LCIA、UNCITRALモデル
法、LMAA、LME、GAFTA、FOSFA、RSA、SAOL等）による仲裁
手続においてクライアントの代理を務めております。

時には当事務所の弁護士がコモディティ紛争の仲裁人として任
命されることもあります。

海事、危機管理
当事務所は世界最大級の海事・危機管理業務を擁しており、国
際的な経験を豊富に持ち、近年大きなニュースになった海運事
故のいくつかの、処理を担当してきました。取扱業務には、衝突
事故、救助、難破船引き上げ、全損、テロ事件、油汚染事故その
他の環境被害事例等があります。

さらに、海賊事件によって生じる法的諸問題の取扱いではトップ
レベルとの定評があり、2008年7月以来、船舶所有者や保険会
社から100件を超えるケースについて依頼を受けております。

貨物輸送
当事務所では、現物貨物と金融貨物両方のクライアントに対応
しております。輸送手配についてのアドバイスや、コモディティ輸
送から生じた紛争の解決に関するアドバイスをいたします。最近
起きたドライバルク市場暴落に起因する紛争では、多くの当事
者が数量輸送契約の条件を再交渉・再編しようとしたことによ
る紛争に特に深く関わりました。店頭取引（OTC）FFA市場を支
える法文書の作成にあたっては、当事務所が大きな役割を果た
しました。この分野に関しては、主要な紛争や裁判のほとんどす
べてに関わっております

「この事務所は世界各地にある拠点を非
常によく活用していた。事務所同士の連絡
が良いため、ひとつの法域にあるノウハウ
を、手軽に他の法域に適用して問題解決に
当てることができる」 
 
2014 年 Chambers Asia-Pacific
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あらゆるコモディティに豊かな経
験
ソフトコモディティ、農産物コモディティ
当事務所では穀物倉庫会社や貿易団体、穀物、米、砂糖、油
脂・種子、綿花、コーヒー、肥料等のブローカーやトレーダーの
代理業務を行っております。GAFTA、FOSFA、RSA、SAOL、LCIA
等での仲裁請求手続に優れた実績があります。

穀物

生産やターミナル操業から現物やデリバティブの取引まで、穀
物・飼料産業の全分野でアドバイスを行っております。以下のよ
うな場面でクライアントのお手伝いをいたします。

n  標準取引約款（GAFTAその他の取引約款）

n 期間契約、スポット契約

n デリバティブ契約

n 用船契約等の輸送関連問題

当事務所のチームメンバーは、GAFTAトレーニングプログラムを
サポートして世界中で頻繁にレクチャーを行っております。

植物油、種子、大豆

輸出入業者、売買業者、船舶所有者・用船者、銀行、破砕プラン
ト所有者等に対し、以下をはじめ取引のあらゆる面にわたってア
ドバイスをしております。

n  FOSFA・非FOSFAの販売契約書作成や契約に関するアドバ
イス

n  用船契約書の作成とアドバイス

中国産小豆危機の際には、事件後処理に深く関わり、大手商社
を代理しました。

米

以下の分野をはじめ、あらゆる法務について取引業者、製粉業
者、ブローカー、貨物保険引受人、用船者等にアドバイスをして
おります。

n 売買標準契約定款と文書作成

n  用船契約等の輸送関連問題

n  法規制・関税関連問題

当事務所では、中国産米のアフリカ港への輸送に関する事例に
何度か関与してきました。このようなケースでは、品質、堪航性、

管轄権の問題が絡みますが、当事務所はこうした問題に対応で
きる専門知識を備えております。

また、当事務所では、イラクへの米輸入の問題に関して、紛争解
決や契約書作成に関わってきました。

砂糖

砂糖産業に従事する企業や団体に対し、以下をはじめあらゆる
法務についてアドバイスを行っております。

n 標準契約約款

n 期間契約、スポット契約

n 先物契約

n 用船契約等の輸送関連問題

n 法規制・関税関連問題

また当事務所は、RSAやSAOLの規則執行についてアドバイスし
ており、RSA・SAOL両方の貿易裁定委員会で法律顧問を務め
ております。

綿花

綿花取引業者・機関の代理人として、特に国際綿花諸規定及び
売買契約に関してアドバイスをしております。

ココア、コーヒー

ココアとコーヒーの購入・商取引に関し、取引業者や銀行にアド
バイスを行っております。また、ココア・コーヒー取引業者に貿易
金融を提供する銀行の代理を務めております。さらに、さまざま
なクライアントに対し先物契約、デリバティブ、法規制問題等に
ついてアドバイスいたしております。

金属
卑金属・貴金属両方について、また鉄鋼に関してもアドバイスを
しております。当事務所のクライアントには、生産者、精錬所、取
引業者、株主、エンドユーザー、物流業者、運送業者、金融機関
等があります。以下のような分野についてアドバイスをしており
ます。

 n 精錬・転換契約

 n オフテイク契約

 n 合併・買収（M&A）、合弁事業、企業間提携

 n  非鉄金属、鋼鉄、金属製品（パイプ、コイル、チューブ等）の長
期販売契約

 n  鉄鉱、金属、金属製品の輸送契約

 n  倉庫契約、コモディティ管理契約およびワラント
「この事務所のアプローチは、非常にクラ
イアント中心の視点で好感が持てる」
2014 年 Chambers UK
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 n  金、銀、プラチナ、パラジウムの割り当て・未割り当て口座契
約、保護預り契約、取引契約、リース契約、スワップ

 n  売買契約や関連管理業務を含む貿易金融契約、保険・保管
契約

 n  LME規則を含む取引所取引・取引所外取引及び、取引・精
算手続き

 n 法規制・関税関連問題、REACH、制裁措置

原油・製品
国内・国際石油会社や金融機関、石油メジャー、取引業者、金
融業者、タンカー用船者に対し、以下のような幅広い内容につ
いてアドバイスしております。

n 現物売買契約と標準約款

n 店頭取引契約（ブレント、WTI等）

n 上場先物とオプション

n 原油・製品保管契約

n 合併、買収、合弁事業

n  独占禁止金融規制や制裁措置等の法規制問題

n 環境規制準拠と責任問題

n プロジェクトファイナンス、貿易金融

n タンカー定期用船・航海用船契約

ガス
ガスメジャーや独立ガス会社、取引業者、精錬会社等を代理
し、販売、処理、輸送、テイクオアペイ契約、品質紛争等について
アドバイスを行っております。現物売買の契約や標準約款の作
成、検討、アドバイス、LNGを含む天然ガスの輸送・保管契約、
ガス事業に関する規制や金融規制、貿易金融、価格審査、独占
禁止法関連問題等を取扱っております。

電力
発電会社、卸電気事業者、電力供給業者、電力購入者に対し、
以下をはじめ電力に関する幅広い内容のアドバイスを行ってお
ります。

n 電力購入契約

n  石炭、石油、バイオマス、天然ガス、LNGの定期・スポット燃
料購入契約

n  燃料輸入に関するターミナル規制

n  発電・配電・給電規則

「紛争やコモディティ現物の担当チームが優秀なのは確かだ」
2014 年 Chambers UK
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n  土木工事、機械・電気設備工事、タービンやボイラー購入等
の契約を含むエンジニアリング・調達・建設契約

n  発電、送電、給電、取引、決済等に関わる電力事業金融規制
関連問題

n 土木プラント・機械の格付、評価

n 環境汚染、排出

n 再生可能エネルギー発電、排出権その他のクレジット取引

n  統合エネルギーソリューションや自家発電等、エネルギー管
理

n  プラント、機械、電線、ケーブル等の保険や、施工業者の全
危険担保・開業遅延及び財物損害・事業中断補償にもとづ
く請求

特にテイクオアペイ契約、タービンの突発故障、性能低下や部
品故障、燃料供給契約における品質や供給の問題、ケーブル損
傷、事故、停電、電気窃取等に関わる紛争に関してノウハウがあ
ります。

バイオ燃料
以下のような分野でアドバイスを行った実績があります。

n  売買契約

n  標準約款作成

n  用船契約等の輸送関連問題

n EU再生可能エネルギー指令の影響等、法規制問題

n  貿易金融

n  価格審査

n  持続可能性

「チームは、どんな状況についても必ず法
的リスクのレベルを正確に評価してくれる」
2014 年 Chambers Asia-Pacific
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石炭
当事務所は、国際石炭産業の主導的なアドバイザーです。

採掘やエネルギー・電力発電、国際取引と配送、保険等、石炭
産業に関わるあらゆる事業に対して幅広くアドバイスを行ってお
ります。取扱分野は以下の通りです 。

n 合併・買収（M&A）

n  合弁事業

n 鉱業金融

n  電力プロジェクト

n 港湾・ターミナル開発

n  長期供給・スポット取引契約

n SCoTA取引の検討、サポート

n  スワップ、デリバティブ

n  石炭の海上輸送と積み替え

n  危険貨物としての石炭の扱い

n  炭鉱や発電プラントでの不可抗力事象等を含む突発的故
障

セメント
当事務所では、セメントその他多様な建設資材製品に関し、多
国籍企業から中規模企業まで含むセメント生産者、取引業者、
ブローカー、用船者等に対してアドバイスを行っております。当
事務所の実績は採掘場から粉砕場、ミル、港湾、船舶、倉庫保
管、エンドユーザーまで、セメントライフサイクル全体を網羅して
おり、セメント業界の紛争、取引、規制のあらゆる面についてアド
バイスしております。

肥料
当事務所は多様な肥料製品について、多国籍肥料生産業者や
ブローカー、トレーダーを代理しております。肥料業界でのさま
ざまな紛争や取引について、日本の取引業者にアドバイスを行
っております。
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最近の日本関連コモディティ業務の例
n  ドバイとロシアでの貴金属の取引、ネッティング、クローズアウ

トについて日系商社を代理

n  不法な契約撤回に関する案件で鉱物メジャーにアドバイ
ス。2億ドルを超える請求を日本国内で調停

n  アルジェリアのメタンプラントプロジェクトに関するコンソー
シアム入札案件で日系貿易会社をサポート

n  対サウジ企業融資に関するサウジアラビアでの請求につい
て、日系銀行にアドバイス

n  マレーシア・サラワク州ビントゥルのLNG施設拡張工事の一
環であるLNGトレイン7・8号への18.7億ドルの投資に関し、
国際協力銀行と商業金融業者、受託者を代理

n  インドネシアの石炭供給に関する紛争で日系貿易会社にア
ドバイス

n  インドネシア・東カリマンタン州の操業中炭鉱プロジェクト3
件と探査プロジェクト2件の買収案件について、日系貿易会
社を代理

n  クイーンズランド州セオドア・ノース炭鉱採掘プロジェクトの
共同開発・経営に関し、日系貿易会社にアドバイス

n  貿易合弁事業のシンガポール移転において日系エネルギー
会社を代理

n  2013〜14年に中国のトウモロコシ、乾燥蒸留穀物残渣 
(DDG)、大豆に関連して遺伝子組み換え作物MIR162が拒
否された事例で、日系その他複数のコモディティ商社を代理

n  日本から中国へ出荷された大豆貨物に関し中国当局が遺
伝子組換え作物の通関を拒否した問題と、販売契約・関連
信用状にもとづく請求についてアドバイス

n  南米からの出荷貨物に関して起きた不可抗力・デマレージ
問題について、日系商社にアドバイス

HFWの海上緊急対応アプリを使えば、船舶所有者、管理者、用船者、
保険会社が、急を争う海上事件にすばやく対応することができます。

アプリをダウンロードするには、www.hfw.com/hfw-app 
にアクセスしてください。 
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For further information about the services of our commodities team,  
please contact any of the following:
 
当事務所コモディティチームが提供するサービスについての詳しい情報は、
以下までお問い合わせください。

KEY CONTACTS 連絡先 

サンパウロ　ロンドン　パリ　ブリュッセル　ジュネーブ　ピレウス　ドバイ　上海　香港　シンガポール　メルボルン　シドニー　パース

国際商業弁護士事務所                                     hfw.com
© 2014 Holman Fenwick Willan LLP. All rights reserved

ここに掲載した情報については正確を期しておりますが、参考情報として提供するものです。リーガルアドバイスと見なすべきではありません。
皆様にご提供いただいた個人情報のデータ管理責任者は、ホルマン・フェニック・ウィラン法律事務所です。個人情報の修整またはメール配信設定の変更をご希望の場合は、Craig Martin（クレイグ・マーティン）ま
で電話またはメールでご連絡ください。電話番号：+44 (0)20 7264 8109、メール：craig.martin@hfw.com 

Jeremy Davies 
Partner, Geneva 
パートナー、ジュネーブ 
T: +41 (0)22 322 4810 
M: +41 (0)79 683 7517 
E: jeremy.davies@hfw.com

Julian Davies 
Partner, Shanghai 
パートナー、上海 
T: +86 21 2080 1188 
M: +86 1560 171 9597 
E: julian.davies@hfw.com

Simon Cartwright 
Partner, Dubai 
パートナー、ドバイ 
T: +971 4 423 0520 
M: +971 50 457 8651 
E: simon.cartwright@hfw.com

Robert Finney 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +44 (0)20 7264 8343 
M: +44 (0)7823 532631 
E: robert.finney@hfw.com

Brian Gordon 
Partner, Singapore 
パートナー、シンガポール 
T: +65 6411 5333 
M: +65 8611 3180 
E: brian.gordon@hfw.com

Brian Perrott 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +44 (0)20 7264 8184 
M: +44 (0)7876 764032 
E: brian.perrott@hfw.com

Peter Murphy 
Partner, Hong Kong 
パートナー、香港 
T: +852 3983 7700 
M: +852 9359 4696 
E: peter.murphy@hfw.com

Alistair Mackie 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +41 (0)20 7264 8212 
M: +44 (0)7990 777134 
E: alistair.mackie@hfw.com

Gareth Williams 
Partner, Singapore 
パートナー、シンガポール 
T: +65 6411 5337 
M: +65 9889 3057 
E: gareth.williams@hfw.com

Chris Swart 
Partner, London/Singapore 
パートナー、ロンドン／シンガ
ポール 
T: +44 (0)20 7264 8211/ 
T: +65 6534 0195 
M: +44 (0)7768 148130 
E: chris.swart@hfw.com

Sarah Taylor 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +41 (0)20 7264 8102 
M: +44 (0)7909 917705 
E: sarah.taylor@hfw.com

Stephen Thompson 
Partner, Sydney 
パートナー、シドニー 
T: +61 (0)2 9320 4646 
M: +61 (0)404 494 030 
E: stephen.thompson@hfw.com

Andrew Johnstone 
Partner, Hong Kong 
パートナー、香港 
T: +852 3983 7676 
M: +852 5411 7493 
E: andrew.johnstone@hfw.com

Damian Honey 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +41 (0)20 7264 8354 
M: +44 (0)7976 916412 
E: damian.honey@hfw.com

Katie Pritchard 
Partner, London 
パートナー、ロンドン 
T: +44 (0)20 7264 8213 
M: + 44 (0)7768 873053 
E: katie.pritchard@hfw.com

Nick Longley 
Partner, Hong Kong 
パートナー、香港 
T: +852 3983 7680 
M: +61 408 231 428 
E: nick.longley@hfw.com
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Recent Japan Commodities highlights
n	 	Acting	for	a	Japanese	trading	house	on	precious	metals	

dealings,	netting	and	close-out	in	Dubai	and	Russia.

n	 	Advising	a	mineral	major	dealing	with	a	wrongful	
contractual	withdrawal.	The	claim	exceeded	US$200	
million	and	mediated	in	Japan.

n	 	Assisting	a	Japanese	trading	corporation	on	a	
consortium	bid	regarding	a	methane	plant	project	in	
Algeria.

n	 	Advising	a	Japanese	bank	on	a	claim	in	Saudi	Arabia	
relating	to	finance	provided	to	a	Saudi	business.

n	 	Representating	the	Japan	Bank	for	International	
Cooperation,	commercial	lenders	and	the	trustee	in	
connection	with	the	US$1.87	billion	financing	of	LNG	
Trains	7	and	8	as	part	of	the	expansion	of	the	LNG	
facilities	in	Bintulu,	Sarawak,	Malaysia.

n	 	Advising	a	Japanese	trading	company	on	a	coal	supply	
dispute	in	Indonesia.

n	 	Acting	for	a	Japanese	trading	company	on	its	proposed	
acquisition	of	three	operating	and	two	exploration	coal	
projects	in	East	Kalimantan,	Indonesia.

n	 	Advising	a	Japanese	trading	company	on	the	joint	
development	and	operation	of	the	Theodore	North	coal	
mining	project	in	Queensland.

n	 	Acting	for	a	Japanese	energy	company	in	relocating	its	
trading	joint	venture	to	Singapore.

n	 	Acting	for	Japanese	and	other	commodity	trading	
houses	in	relation	to	the	GMO	MIR	162	rejection,	which	
concerned	corn,	DDGs	and	soyabeans	in	China	in	
2013/14.

n	 	Advising	on	a	number	of	soyabean	cargo	shipments	from	
Japan	to	the	PRC	on	issues	relating	to	PRC	authorities	
refusing	clearance	for	GM	crops	and	claims	under	the	
Sale	Contracts/related	L/Cs.

n	 	Advising	a	Japanese	trading	house	in	a	series	of	force	
majeure	and	demurrage	issues	arising	from	shipments	
from	South	America.

HFW’s	Maritime	Emergency	Response	App	enables	shipowners,	
managers,	charterers	and	insurers	to	respond	to	maritime	incidents	
on	a	worldwide	basis	in	time-critical	situations.

To download our App, please visit www.hfw.com/hfw-app
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Coal

We	are	a	leading	adviser	to	the	international	coal	industry.	
We	advise	the	full	range	of	businesses	involved	in	the	
industry:	mining,	energy	and	power	generation,	international	
trade	and	shipping,	and	insurance.	Our	expertise	covers:	

n	 	Mergers	and	acquisitions.

n	 	Joint	ventures.

n	 	Mining	finance.

n	 	Power	projects.

n	 	Port	and	terminal	development.

n	 	Long-term	supply	and	spot	trading	contracts.

n	 	Review	and	assistance	on	SCoTA	trades.

n	 	Swaps	and	derivatives.

n	 	Carriage	of	coal	by	sea	and	trans-shipment.

n	 	Coal	as	a	hazardous	cargo.

n	 	Catastrophic	failure,	including	force	majeure	events	
involving	coal	mines	and	power	plants.

Cement

We	advise	multinational	and	medium-sized	cement	
producers,	traders,	brokers	and	charterers	across	the	range	
of	cement	and	other	bulk	construction	products,	including	
clinker,	aggregates,	bulk	and	bagged	cements,	and	blending	
components.	Our	experience	covers	the	full	cement	life-
cycle,	from	mine	to	crusher,	mill,	port,	vessel,	storage	
and	end	user,	and	we	advise	on	all	aspects	of	disputes,	
transactions	and	regulation	within	the	sector.	

Fertiliser

We	act	for	multinational	fertiliser	producers,	brokers	and	
traders	across	the	spectrum	of	fertiliser	products.	Our	
expertise	includes	advising	Japanese	traders	on	various	
disputes	and	transactions	within	the	sector.
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n	 	Engineering,	procurement	and	construction	contracts,	
including	contracts	for	civil	works,	mechanical	and	electrical	
installations	and	the	purchase	of	turbines	and	boilers.

n	 	Sector	financial	regulatory	issues	concerning	generation,	
transmission	and	supply,	trading	and	settlement.

n	 	Rating	and	valuation	of	civil	plant	and	machinery.

n	 	Environmental	pollution	and	emissions.

n	 	Trading	of	renewable	generation,	emissions	and	other	credits.

n	 	Energy	management,	including	integrated	solutions	for	
energy	and	standby	generation.

n	 	Insurance	of	plant,	machinery,	lines	and	cables,	and	
claims	under	contractors	all	risk/delay	in	opening	and	
property	damage/business	interruption	covers.

We	have	particular	expertise	in	disputes	involving	take-or-
pay	contracts,	catastrophic	turbine	failures,	performance	
and	component	failures,	quality	and	supply	issues	under	fuel	
supply	contracts,	cable	damage,	accidents,	and	outages	
and	abstraction	of	electricity.

Biofuels

Particular	aspects	on	which	we	have	advised	include:	

n	 	Sale	and	purchase	contracts.

n	 	Drafting	standard	terms.

n	 	Charterparty	and	other	carriage	issues.

n	 	Regulatory	issues,	including	the	impact	of	the	EU	
Renewable	Energy	Directive.

n	 	Trade	finance.

n	 	Price	review.

n	 	Sustainability.

“The team never fails to provide an accurate 
assessment of the degree of legal risk in any 
given situation.”
Chambers Asia-Pacific 2014
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	n	 	Gold,	silver,	platinum	and	palladium	allocated	and	
unallocated	account	agreements,	custodian	agreements,	
trading	agreements,	leasing	arrangements,	and	swaps.

	n	 	Trade	finance	agreements,	including	sale	and	repurchase	
agreements	and	associated	management,	insurance	and	
storage	contracts.

	n	 	Exchange	and	off-exchange	trading,	including	LME	rules,	
and	trading	and	clearing	arrangements.

	n	 Regulatory	and	duty	issues,	REACH	and	sanctions.	

Crude Oil & products 

We	advise	national	and	international	oil	companies,	financial	
institutions,	oil	majors,	traders,	financiers	and	tanker	
charterers	on	a	wide	range	of	matters,	including:

n	 	Contracts	and	standard	terms	for	physical	sale	
and	purchase.

n	 Over-the-counter	contracts	(e.g.	Brent	and	WTI).

n	 Exchange-traded	futures	and	options.

n	 Crude	oil	and	products	storage	contracts.

n	 Mergers,	acquisitions	and	joint	ventures.

n	 	Regulatory	issues,	such	as	anti-trust	financial	regulation	
and	sanctions.

n	 Environmental	compliance	and	liability	issues.

n	 Project	finance	and	trade	finance.

n	 Time	and	voyage	tanker	charterparties.

Gas

We	act	for	gas	majors,	independents,	traders	and	refiners,	
advising	on	sale,	processing,	transportation,	take-or-pay	
contracts	and	quality	disputes.	Our	expertise	includes	
drafting,	reviewing	and	advising	on	contracts	and	standard	
terms	for	physical	sale	and	purchase;	contracts	for	the	
transportation	and	storage	of	natural	gas,	including	LNG;	
sector	and	financial	regulation;	trade	finance;	and	price	
review	and	anti-trust	issues.

Power

We	advise	power	generators,	utilities,	suppliers	and	
purchasers	of	power	on	a	broad	range	of	electricity-related	
matters,	including:	

n	 Power	purchase	agreements.

n	 	Term	and	spot	fuel	purchase	agreements	for	coal,	oil,	
biomass,	natural	gas	and	LNG.

n	 	Terminal	regulations	for	fuel	import.

n	 	Electricity	generation,	distribution	and	supply	rules.

It is certainly a strong team for disputes and physical commodities.”
Chambers UK 2014
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Experience across the full range of 
commodities
Soft Commodities/Agricultural Commodities

We	act	for	grain	houses,	trade	associations,	brokers	and	
traders	of	grain,	rice,	sugar,	fats	and	seeds,	cotton,	coffee	
and	fertilisers.	We	have	strong	experience	of	claims	before	
GAFTA,	FOSFA,	RSA,	SAOL,	and	LCIA	arbitrators.

Grain
We	advise	on	all	sectors	of	the	grain	and	feed	industry,	from	
production	and	terminal	operation,	through	physical	and	
derivatives	trading,	to	end	use.	We	assist	clients	with:

n	 	Standard	trading	terms	(GAFTA	and	other	trading	terms).

n	 	Term	and	spot	contracts.

n	 	Derivatives	contracts.

n	 	Charterparties	and	other	carriage	issues.

Members	of	our	team	regularly	lecture	worldwide	in	support	
of	the	GAFTA	training	programme.	

Vegetable oils, seeds and soy beans
We	advise	importers	and	exporters,	buyers	and	sellers,	
vessel	owners	and	charterers,	banks	and	crushing	plant	
owners	on	all	aspects	of	trade,	including:

n	 	Drafting	and	advising	on	FOSFA	and	non-FOSFA	sale	
contracts.

n	 	Drafting	and	advising	on	charterparty	terms.

We	were	closely	involved	with,	and	represented	major		
trading	houses	on,	the	consequences	of	the	Chinese	‘red	
bean’	crisis.

Rice
We	advise	traders,	millers,	brokers,	cargo	underwriters	and	
charterers	on	all	legal	aspects	of	their	business,	including:

n	 	Advising	on	and	drafting	standard	terms	for	sale	and	
purchase	contracts.

n	 	Charterparties	and	other	carriage	issues.

n	 	Regulatory	and	duty	issues.

We	have	been	involved	in	a	number	of	cases	relating	to	the	
carriage	of	Chinese	rice	to	African	ports.	We	have	expertise	

in	the	quality,	seaworthiness	and	jurisdiction	issues	that	arise	
in	such	cases.

We	have	been	involved	in	resolving	disputes	and	drafting	
contracts	in	connection	with	the	problems	of	importing	rice	
into	Iraq.

Sugar
We	advise	companies	and	organisations	in	the	sugar	
industry	on	all	legal	aspects	of	their	business,	including:	

n	 Standard	terms.

n	 Term	contracts	and	spot	contracts.

n	 Futures	contracts.

n	 Charterparties	and	other	carriage	issues.

n	 Regulatory	and	duty	issues.

We	also	advise	the	RSA	and	SAOL	on	the	enforcement	of	
their	Rules,	and	act	as	legal	adviser	to	both	RSA	and	SAOL	
trade	tribunals.

Cotton
We	act	for	a	number	of	cotton	traders	and	institutions,	
advising	in	particular	on	the	international	cotton	bylaws,	and	
sale	and	purchase	agreements.

Cocoa and coffee
We	advise	traders	and	banks	on	transactions	involving	
the	buying	and	trading	of	cocoa	and	coffee.	We	also	act	
for	banks	that	provide	trade	finance	to	businesses	trading	
cocoa	and	coffee.	In	addition,	we	advise	a	range	of	clients	
on	futures	contracts,	and	derivative	and	regulatory	issues.

Metals 

We	advise	on	both	base	and	precious	metals,	as	well	as	
iron	ore.	Our	clients	include	producers,	refiners,	traders,	
stockholders,	end	users,	logistics	operators,	carriers,	and	
financial	institutions.	We	advise	on:

	n	 Refining	and	conversion	contracts.

	n	 Off-take	agreements.

	n	 Mergers	and	acquisitions,	joint	ventures	and	alliances.

	n	 	Long-term	contracts	for	the	sale	of	nonferrous	metals,	
steel	and	metal	products	-	for	example,	pipes,	coils	and	
tubes.

	n	 	Contracts	for	carriage	for	iron	ore,	metals	and	metals	products.

	n	 	Warehouse	contracts,	commodity	management	
agreements	and	warrants.“I like the way the firm approaches its 

business; it is very client-centric.”
Chambers UK 2014
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Storage & Handling

We	have	extensive	experience	in	all	aspects	of	storage	and	
handling,	including	port	terminal	facilities,	and	are	able	to	
negotiate	access	to	port	terminals,	draft	requisite	service	
agreements,	and	advise	on	port	development,	including	
construction,	mergers	and	acquisitions,	management	
buy-outs,	strategic	partnerships,	joint	ventures,	company	
restructurings	and	associated	financing.

Dispute Resolution

We	have	many	years’	experience	of	dispute	resolution	in	
commodity	matters,	and	have	been	involved	in	many	leading	
cases	in	the	law	of	commodities.	We	act	for	clients	in	local	
and	international	courts,	and	represent	clients	in	arbitrations	
undertaken	under	a	wide	range	of	international	rules	(such	
as	CIETAC,	SIAC,	HKIAC,	ICC,	LCIA,	UNCITRAL	Model	
Law,	LMAA,	LME,	GAFTA,	FOSFA,	RSA	and	SAOL).	

Our	lawyers	are	appointed	from	time	to	time	to	act	as	
arbitrators	in	commodities	disputes.

Admiralty & Crisis Management

Our	team	–	one	of	the	largest	admiralty	and	crisis	
management	practices	in	the	world	–	has	extensive	global	
experience	and	has	been	retained	to	work	on	some	of	
the	highest	profile	shipping	casualties	in	recent	years.	This	
includes	work	on	collisions,	salvage,	wreck	removal,	total	
loss,	terrorism,	oil	pollution	and	other	environmental	damage.	
In	addition,	we	have	a	market	leading	reputation	for	handling	
the	full	range	of	legal	issues	arising	from	incidents	of	maritime	
piracy	and	have	been	instructed	by	shipowners	and/or	their	
insurers	in	over	100	hijacking	incidents	since	July	2008.

Freight

Our	clients	include	those	trading	both	physical	and	financial	
freight.	We	advise	on	transportation	arrangements	and	
on	resolving	disputes	arising	out	of	the	transportation	of	
commodities.	We	were	heavily	involved	in	the	disputes	
arising	from	the	recent	collapse	of	the	dry	bulk	market,	and	in	
particular	the	attempts	by	many	parties	to	renegotiate	and/or	
restructure	the	terms	of	Contracts	of	Affreightment.	The	firm	was	
instrumental	in	creating	the	legal	documentation	underpinning	the	
over-the-counter	(OTC)	FFA	market.	We	have	been	associated	
with	almost	all	the	leading	disputes	and	cases	in	this	area.

“The firm has made excellent use of its 
worldwide presence. Its offices interact well, 
so expertise in one jurisdiction is easily 
brought to bear on a problem.” 
 
Chambers Asia-Pacific 2014
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What we do
Corporate/M&A

We	work	with	companies	on	a	variety	of	projects,	providing	
legal	advice	on	the	full	range	of	contracts	and	agreements	
needed	to	acquire,	dispose,	transfer	and	restructure	the	
ownership	of	assets	and	corporate	entities.	We	have	
extensive	experience	of	advising	on:

n	 Mergers	and	acquisitions.

n	 Joint	ventures.

n	 Management	buy-outs	and	buy-ins.

n	 International	structures	for	industrial	and	trading	groups.

n	 Issues	of	debt	and	equity.

n	 Secured	and	unsecured	lending.

n	 Corporate	restructuring	and	insolvency.

We	also	assist	with	the	initial	legal	due	diligence,	the	review	
of	corporate	documentation,	and	the	negotiation	of	share	
sale	and	purchase	and	shareholders	agreements.

Regulation & Sanctions

We	guide	our	clients	through	the	maze	of	regulation,	
including	anti-trust,	corporate,	environmental,	financial	and	
trade	regulation,	such	as	the	following	issues:

n	 	Market	abuse	issues	under	financial	and	competition	
regulatory	regimes.

n	 	Other	anti-trust	issues,	such	as	merger	control,	restrictive	
practices	and	cartels,	public	procurement,	state-aid,	and	
dumping.

n	 	Sanctions:	we	regularly	advise	on	the	regimes	introduced	
internationally	against	countries	such	as	Iran,	Syria,	
Libya,	Sudan,	Iraq	and	Ivory	Coast	and,	recently,	in	the	
context	of	the	Ukraine	situation.	Our	advice	focuses	on	
sanctions	adopted	by	the	UN,	EU,	UK,	UAE,	France	and	
Australia,	and	we	regularly	co-ordinate	advice	from	other	
jurisdictions	such	as	the	US,	South	Korea,	Bermuda,	
Singapore	and	Switzerland.	We	advise	on	payment	
issues,	appropriate	contractual	protections,	and	disputes	
involving	sanctions.

n	 	Environmental	regulation,	such	as	the	EU’s	Regulation	on	
Registration,	Evaluation,	Authorisation	and	Restriction	of	
Chemicals	(REACH).

n	 	Anti-bribery	and	corruption	legislation,	including	new	laws	
requiring	transparency	for	payments	to	governments	and	
conflict	minerals	regulation.

n	 	Anti-money	laundering	regulation.

n	 	The	scope	and	implications	of	licensing/registration	
requirements	under	financial	and	energy	regulation,	
including	advising	on	any	relevant	safe	harbours,	
applications	to	regulatory	authorities,	compliance	with	
capital	and	other	prudential	requirements	(such	as	
governance)	and	conduct	of	business	rules.

Derivatives

We	advise	clients	trading	commodity	and	other	derivatives,	
both	over-the-counter	and	exchange-traded.	We	have	
particular	experience	of	energy,	metals,	emissions	and	
freight	derivatives.	We	advise	on	dealing	structures,	
contractual	issues,	documentation	(ISDA,	other	master	
agreements,	client-facing	documents	for	exchange-
traded	futures	and	options,	and	bespoke	documentation),	
clearing	and	collateral,	netting	and	disputes.	Members	of	
our	team	have	advised	on	commodity	futures	and	OTC	
derivatives	for	over	25	years.	This	enables	us	to	understand	
changes	as	they	occur	-	for	example,	new	requirements	
to	report	derivatives	and	clear	many	OTC	trades,	and	the	
forthcoming	broadening	of	the	EU	market	abuse	regime,	
and	the	introduction	of	position	limits	and	transparency	on	
commodities.

Trade Finance

Our	trade	finance	practice	combines	thorough	knowledge	
of	key	sectors	and	commodities	with	banking	expertise.	It	
is	common	for	our	banking	lawyers	to	work	closely	with	our	
commodities	lawyers	when	advising	on	finance	matters.	
We	provide	a	full	service	to	clients	across	this	market:	
producers,	financiers,	traders,	transporters	and	end	users.

Our	trade	finance	expertise	covers	advising	on	projects,	
pre-export	financings,	revolving	trade	facilities,	prepayments,	
advanced	payment	facilities,	borrowing-base	facilities,	
documentary	credits,	letters	of	credit,	credit	insurance	
and	export	credit	insurance,	Islamic	finance	and	hedging	
agreements.

Construction Projects

We	advise	clients	on	all	aspects	of	procurement,	risk	
assessment	and	management,	and	delivery	of	construction	
projects	within	the	commodities	space.	We	have	particular	
expertise	in	the	following	areas:

n	 	Joint	ventures	for	the	construction	of	refineries,	port	
facilities	and	pipelines.

n	 	Operation	and	maintenance	agreements.

n	 	Project	monitoring.

n	 	Tendering.

n	 	Construction	insurance.
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We	act	across	the	spectrum	of	the	international	sale	of	goods,	including	soft	commodities,	energy,	coal	and	iron	ore,	and	
non	ferrous	and	precious	metals,	as	well	as	other	commodities	such	as	cement	and	fertiliser.	Our	worldwide	clients	include	
multinational	energy	and	chemical	companies,	coal	and	metal	traders,	soft	commodity	trading	houses,	trade	finance	banks,	
investment	funds,	exchanges,	governments	and	their	agencies,	brokers,	insurers	and	trade	associations.

Our	commodities	lawyers	provide	a	comprehensive	service	to	the	global	
business	community	in	the	world	of	international	commerce.	We	have	
strength	in	depth,	with	some	30	Partners	worldwide	specialising	in	
commodities,	reflecting	our	long	involvement	in	this	field.
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日本語で読むには裏をご覧ください
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