
高成長及び新興ビジネスをサポート
する最高品質のリーガルサービス

ガンマロー法律事務所は最先端の 
メディア／テクノロジー業界の顧客に対し、最高品質の法律 

サービスを提供しています。弊所はビデオゲーム、Eスポーツ、VR/AR/XA、デジタル 
メディア、エンターテインメント、ブロックチェーンの専門知識を熟知しており、それらの業界でパイオニアの 

役目を担います。弊所は、起業家及びスタートアップから多国籍企業まで幅広い業務形態のクライアントの皆様に 
サービスを提供しておりますが、我々は皆様が置かれる事業環境のチャレンジやビジネス機会を熟知していることから、
全ての顧客に大きく貢献していると信じています。刻々変化するダイナミックな業界での経験により、我々はクライアント
が競争の激しい業界で利益が得られるよう、付加価値のある高能率のサポートを提供することができるのです。

Gamma Law弁護士の質の高さは他の法律事務所と一線を画す特徴となっています。弊所の全ての弁護士は、 
ニューヨーク、ロスアンジェルス、東京、ロンドンを含む世界主要商業中心地を拠点にした法律事務所でキャリアを 
積んでいます。弁護士は複数の言語を話し、その業務ほとんどが、日本、中国、ヨーロッパその他の国々で長期的な 
関係を築いた弁護士達と密接に取り組むクロスボーダー取引案件であります。
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法律実務 
Gamma Lawのチームは弊所が奉仕する業界内のあらゆる法律業務を提供します。Gamma Lawの専門分
野は以下を含みます。 

知的所有権

Gamma Lawのチームは米国や海外のクライアントのため知的所有権の保護及び執行に関する全ての業務
を扱っています。弊所では国際著作権、登録商標、IPライセンス取得や企業秘密保護、法人著作のアレンジその
他多分野にわたるお手伝いをいたします。更に、我々の長期にわたる法律顧問として築いた関係により、 
特許スペシャリストへのアクセスもクライアントの皆様に提供します。

初期段階企業への総合的法律サービス 

弊所では我々が奉仕する業界のスタートアップ企業に対し、バーチャルで一般法務顧問を提供いたします。 
我々のチームは、コントラクターや従業員に関わる問題、エクイティ・インセンティブ制度、アドバイザーや 
ベンダーとの契約、オフィスのリース等日常的法律問題に関し、迅速な対応で、コスト効率の良いサポートを 
提供します。

取り扱っている業界

ビデオゲーム／Eスポーツ
デジタルメディア／エンターテインメント
バーチャル／オーグメンテッド・リアリティ
ブロックチェーン／デジタル・アセット



『弊社Constructは、スタートアップとして我 と々同様に革新的な法律事務所を必要としていま
したが、Gamma Lawはまさにそれを提供してくれました。Gamma Lawの比類ない法律戦
略に加え、業界における専門知識、迅速な対応、法律に限らない我々のビジネス・ニーズへの深い
理解によって、弊社との完璧な相性をもつ信頼深いアドバイザーとなりました。』

チャック・ツングーハン・リー氏
バイスプレジデント、共同創設者
コンストラクト・スタジオ・インク

有価証券及び投資 

Gamma Lawの金融・有価証券に関する専門分野は、 
株式公開、大規模な機関投資家の配置、私募、あらゆる 
規模の第二次取引等広範囲に及びます。長年にわたる 
実績に基づき、我々はベンチャーキャピタル、各種の株、 
兌換紙幣、債券金融を含む有価証券及び投資に関する 
サポートをクライアントに提供いたします。弊所の弁護士 
チームはSECのコンプライアンス関連実務、数十億ドル規模
のパブリックオファリングの経験に富み、更に債務処理、 
私募、情報公開のための書類準備にも業績を残しています。

エンターテインメント業務 

Gamma Lawのチームは、エンターテインメント専門の 
法律事務所や業界トップのスタジオ弁護士と共同業務を 
行う等、長年にわたるエンターテインメント業界での実績が
あります。我々は権利者、映画及びテレビスタジオ、 
プロデューサー、脚本家、配給者、更にコンテンツ・ライセンス
取得契約、オプション契約、ローカリゼーション、ショッピング
契約、プロダクション契約、商品化、シェアホルダー関連問題
を含むあらゆるエンターテインメント業務関連の取引の
デジタルプラットフォームをサポートいたします

国際業務 

Gamma Lawの弁護士勢にとって国際的経験や視野は 
ごく基本的なものです。殆どの弁護士は大規模な国際的法
律事務所に勤務するか、もしくは米国や海外で企業内弁護士
として国際業務に携わりました。弊所は米国以外のクライアント
による米国基盤でのビジネス発足や、米国人以外の相手 
との交渉取引のサポートを含むクロス・ボーダー取引業務に
熟達し大きく貢献しています。我々は、M＆Aからジョイント・
ベンチャー、ライセンス取得取引、配給契約、テレビや映画
のオプション契約に関するあらゆるクロス・ボーダーの 
法律サービスを提供いたします。 

企業法務とM＆A 

Gamma Lawは、スタートアップから上場企業までのクライアント
に企業法務サービスを提供します。初期段階企業には 
企業形成や、その他シード・ファイナンシング、ベンチャー 
キャピタル投資等、必要な法律業務をアシストします。また、弊所は
企業規模に関わらず、あらゆる種類のエグジット ・ 
トランザクション、コーポレート・ガバナンス、株主関連問題も
サポートします。



ジョー・ギャビフ 
サンフランシスコ 

マリサ・キム 
サンフランシスコ 

久 勇介 
サンフランシスコ  

冨本 晃司 
サンフランシスコ 

ナターシャ•モナハン 
サンフランシスコ  

リーガル・チーム

デビット・ホッピ 
代表パートナー 
サンフランシスコ 

ディー・タイ 
サンフランシスコ 

バッシー ・ さちこ 
ジャパン・プラクティス・ディレクター

サンフランシスコ 

https://www.linkedin.com/in/joseph-gabaeff-a53a8b5/
https://www.linkedin.com/in/marissakim/
https://www.linkedin.com/in/koji-tomimoto-2593a2193/
https://www.linkedin.com/in/natasha-monahan-96a7b3b/
https://www.linkedin.com/in/davidbhoppe/
https://www.linkedin.com/in/duy-thai-6406443/
https://www.linkedin.com/in/sachiko-bussey-a94285193/


講談社アドバンストメディアは日本の大手出版社のデジタル版子会社です。弊社では、日米両方のビジネス環境で事業を行う間、米国での事業開始に欠かせない
ライセンス取得取引のアドバイスを提供してくれる弁護士が必要でした。デビットはそれら全て、いやそれ以上のサービスを提供してくれました。彼は弊社の米国
での成功の鍵であり、一緒に仕事ができたことを光栄に思います。

アルビン・ルー氏, ジェネラル・マネージャー, 講談社アドバンストメディア

Gamma Lawの弁護士勢はビデオゲーム業界の専門家です。我々は弊社のキャラクターに関する契約書作成やハイ・バリュー・ライセンス契約の交渉に関し、
デビットとそのチームにお世話になりました。Gamma Lawの提供する法律アドバイスやサポートには、我々のビジネスへの深い理解が反映されていました。
彼らの国際的見解は、弊社が国際ビジネスを展開する上で付加価値となりました。 

クレイグ・タキグチ氏, COO, サンリオ・グローバル・コンシューマー プロダクツ

Gamma Lawは、弊社の米国におけるビデオゲームビジネスと、映画／テレビのコンテンツ・ライセンス取得契約をアシストしてくれました。Gamma Lawの
弁護士チームは常に知識が豊富で、対応も速く、有益でした。彼らの国際的見解や弊社へのビジネスへの理解は、価値のあるものだと思います。 

ユニ・キタダイ氏, マネージャー, 住友商事

私が東京でカプコンのシニア・エクゼクティブ・オフィサーだった時、Gamma Lawは弊社のロスアンジェルス・オフィスのチームにハイ・バリュー・コンテンツの
ライセンス取得及び他のゲーム関連契約の素晴らしいサポートを提供してくれました。更にGamma Lawは弊社のために国際的ゲーム・スタジオ二社の買収を
成立させてくれました。Gamma Lawはゲーム業界に深い理解がある一流の弁護士陣です。 

カズヒコ・アベ氏, 前シニア・エクゼクティブ・オフィサー, 株式会社カプコン（東京）

Gamma Lawのチームはブロックチェーン・ゲームを熟知していることから、即座に付加価値を加えてくれました。弊社のビジネスに適用する法律や規則を熟知し、
我々に重要なアドバイスを提供し導いてくれました。 

ダーク・ルース氏, 共同創設者, Uplandme, Inc.

ガンマ法律事務所は、NFTとAR（拡張現実）分野での弊社のビジネスの立ち上げと資金調達に大きく貢献してくれました。 ガンマロー・チームは、テクノロジーと弊
社のビジネスをよく理解していたので、特に教えるために時間を割く必要はありませんでした。 彼らは迅速かつ積極的に対応してくれ、成長中の弊社にとって、素晴ら
しいマッチとなっています。

アサド・マリク氏, CEO, Jadu AR Inc.

弊社は企業を対象にオンライン・オークション・サービスを提供している日本の株式上場企業です。米国における業務拡大にあたり、弊社はGamma Lawに
買収や大規模投資を含む一連の業務取引のサポートをしていただきました。Gamma Lawのチームはあらゆる段階で我々に専門的ガイダンスや優れたサポート
を提供してくれました。彼らの素晴らしい貢献がなければ我々は米国で業務を開始することはできなかったでしょう。積極的で迅速なサポートは、弊社の米国での
ビジネス拡張成功の鍵となりました。

カツヒコ・イチイ氏, エクゼクティブ・マネージング・オフィサー, デジタル　プロダクツ　ビジネス, 株式会社オークネット

Gamma Lawのコンテンツ・ライセス取得に関する専門知識、急速に展開するVRビジネスへの理解、コンテンツ又はテクノロジー・スタートアップをサポートした
豊富な経験は弊社にとって完璧なマッチとなりました。

ルネ・ピンエル氏, CEO, Kaleidoscope VR Inc.

デビットと彼のチームは、迅速、プロフェッショナル、コスト・エフェクティブな法律業務のサポートを弊社に提供してくれました。我々が米国と日本両国で直面する
厳しい法律及びビジネス環境に対する理解と、実践的な見解に感謝しています。

クリストファー・フレイ氏, エクゼクティブ・プロデューサー　兼　マネージング・パートナー, Cross Media International, LLC

お客様の声



デビット・ホッピ 
代表パートナー 

デビット・ホッピ氏はGamma Law法律事務所の創始者兼代表パートナー（マネージング・パートナー）です。ホッピ氏は経験豊富
な国際的取引交渉弁護士であり、ビデオゲームやEスポーツ、ブロックチェーンやデジタル・アセット、VR/AR/XA、デジタル・メディア／
エンターテインメントを含む高成長を遂げているメディア／ テクノロジー業界における法律問題の権威として認識されています。

ニューヨーク、東京、サンフランシスコ、ロスアンジェルス、ストックホルム、ヘルシンキを拠点とした30年以上にわたるキャリアの 
中で、ホッピ氏の顧客は、スタートアップや起業家から世界的大企業に至るまで、ビジネス・ライフサイクルのあらゆる段階に
わたっています。その業務は国際債券及び株式によるファイナンス、ベンチャーキャピタル、M＆A取引からハイバリュー・コンテンツ
及びテクノロジー・ライセンス取得契約、映画／テレビのオプション契約、そしてクリプト通貨／ブロックチェーン規制対応にまで
及びます。

ホッピ氏は最先端の法律に関するスピーカーとして世界中から頻繁に招待され、そのスピーチはウォール・ストリート・ジャーナル紙、
エコノミスト誌、ブルームバーグ・ロー、CNBC等で引用されています。ホッピ氏は最近のメディア／テクノロジーのニュースに関して、
観察、逸話、分析、意見をまとめたEsports in Court, Crimes in VR, and the 51% Attack (Vision 2020 Press, 2020) 
の著者としても知られています。

ガンマロー法律事務所の創設以前は、ホッピ氏はニューヨークに拠点を置くWhite & Case LLPという国際的法律事務所で 
シニア・アソシエイトとして勤務し、その後シリコンバレーのNASDAQ上場のウェブ・ポータルであるExcite.comの国際弁護士を
務めました。更に外部での法務に従事する傍ら、日本のビデオゲーム・パブリッシャーであるカプコン社の北米ゼネラル・カウンシル
としての職務を務めました。

ホッピ氏は数年間日本に住んで仕事をしたことがあり、日本語会話と読み書きの
両方に堪能です。Japan Society of Northern California (JSNC)のメンバー
で、日本オンラインゲーム協会 (JOGA) に頻繁にプレゼンターとして招かれます。
ホッピ氏は国際法曹協会、環太平洋法曹協会を初めとする多くのプロフェッショナル
や業界の組織に所属しています。

北カリフォルニア州のスーパー ロイヤー(2020)にも選出されているホッピ氏は、
カリフォルニア州、ニューヨーク州の弁護士資格を保有します。

San Francisco, California 
+1 (415) 901-0510

www.gammalaw.com 
dbhoppe@gammalaw.com

© Gamma Law, Professional Corporation 2012-2021. 



ブロックチェーン／デジタル・アセット
クリプト専門弁護士 
 
ガンマ法律事務所のクリプト・ブロックチェーン専門弁護士は
証券、ゲーム、知的財産、ギャンブル規制、データセキュリティなど
の主要分野のスペシャリストで構成されており、クライアント
がダイナミックな業界でビジネスチャンスを最大限に活かし、
法 的 障 害を克 服できるようサポートいたします。 
クリプト規制のあらゆる側面と急展開する法的環境に精通
した弁護士チームは、お客様が目標達成に向けて不確実性を
回避できるよう支援します。

ガンマ法律事務所のクリプト・ブロックチェーン専門弁護士は、
ブロックチェーンを基盤とするビジネスモデルの開発・導入に
おいて、スタートアップや既存企業をサポートしています。弊所弁護
士は、トークン基盤の資金調達、ブロックチェーン・ゲーム 

（ギャンブル禁止規制を含む）、非代替性トークン（NFT）、クリ
プトファンド形成など、包括的な専門知識を有しています。 
 
クリプト・ブロックチェーン関連ビジネスの専門家 
 
ガンマ法律事務所のブロックチェーン・クリプト専門弁護士は、 
急展開するテクノロジーやコンテンツビジネスの最先端企業を
支援した数十年の経験を活用し、ブロックチェーン・クリプト関連
のサービスを提供しています。また、SECの規制遵守のみでなく、
クリプト・ブロックチェーンに関するSECやその他の機関によるガ
イダンスの策定においても多大な業績を残しています。弊所では、
クリプトクライアントがビジネスモデルを開発・導入する際に、 
証券取引法、KYC/AML（本人確認／アンチマネーロンダリング） 
コンプライアンス、マネーサービス事業規制、その他の規制制限
に適切に対応できるよう定期的なサポートを提供しています。

ガンマ法律事務所はブロックチェーン技術を活用したメタバース
や、その他のビデオゲームや仮想世界アプリケーションを構築す
るクライアントにとって、最適な法律事務所と言えます。弊所のこ
の分野における経験と能力は、この業界において比類がないと自
負しています。ビデオゲーム法で20年近い経験を持ち、証券取引
法および国際取引法にも深い知識を持つマネージングパートナー、

デビット・ホッピを中心に、ガンマ・ローは世界中のユーザー、 
プレイヤー、メタバース市民のために次世代のバーチャル 
経済・体験を構築する企業を支援しています。

ガンマ法律事務所の弁護士は、国際業務経験とクロスボーダー 
取引に関する専門知識を駆使し、基本的にボーダーレスな性質
のブロックチェーンや、クリプト基盤の技術やビジネスに 
おいて、クライアントをサポートするユニークな立場を 
確立しました。ブロックチェーン・クリプトを扱う企業に効果的な
法的指導を行うには、関連経験豊富な弁護士と、様々な 
法域間のネットワークが必要となります。それによって、一国の 
法律に限定されない包括的なアドバイスの提供が可能となります。

ガンマ法律事務所の弁護士は、国際業務経験とクロスボーダー 
取引に関する専門知識を駆使し、基本的にボーダーレスな性質
のブロックチェーンや、クリプト基盤の技術やビジネスにおいて、
クライアントをサポートするユニークな立場を確立しました。 
ブロックチェーン・クリプトを扱う企業に効果的な法的指導を 
行うには、関連経験豊富な弁護士と、様々な法域間の 
ネットワークが必要となります。それによって、一国の法律に 
限定されない包括的なアドバイスの提供が可能となります。 
 
トークン基盤のファイナンシング及び投資ファンド 
 
トークン基盤の資金調達方法は、従来の公的または私的な
ルートでは得られなかった資金調達の機会として引き続き
新興企業に利用されています。しかし、そのボラティリティ 
と規制要件により、トークン基盤の資金調達計画には経験
豊富な法的サポートが不可欠です。同様に、クリプト・トークン
投資ファンドの組成・資金調達には、長年にわたる証券規制
の実務と解釈、更に最新のアプリケーションに精通した 
クリプト専門弁護士のサポートが必要となります。達計画の
重要な要素となってきました。同様に、クリプトカレンシー
の形成や資金調達、そしてトークン投資ファンドのためには、
長年の有価証券規制慣行及び最近のアプリケーションを
熟知しているクリプトカレンシー専門弁護士が必要となり
ます。 

https://gammalaw.com/intellectual-property-licensing/
https://gammalaw.com/securities-investment/
https://gammalaw.com/ja/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0/
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『Gamma Lawのチームはブロックチェーン・ゲームを熟知し、即座に付加価値を加え
てくれました。弊社のビジネスに適用する法律や規則を熟知し、我々に重要なアドバイス
を提供し導いてくれました。』 ダーク・ルース氏

共同創設者
Uplandme, Inc.

• 世界をリードするブロックチェーン基盤のトレーディング・ゲーム
会社に、クリプト関連ビジネスに関して、 全側面から 
アドバイスを提供。

• 国際的大手ホスピタリティ企業に対し、仮想世界の内外で 
取引可能な、注目度の高い物的資産のトークン化プログラム
について、アドバイスを提供。

• 大規模予算のブロックチェーン・コレクターズゲームに関連
する国際的大手キャラクター・ライセンサーにアドバイスを提供。 

• ブロックチェーンゲーム開発企業を、オフショア・トークン・
オファリング関連業務においてサポート。

• 革新的なNFTモデルについての助言を与え、AR/クリプト・ 
スタートアップの社外弁護士として継続的に代理を遂行。

• NFTキャラクターのためのAR基盤のプラットフォームに 
関して、新興企業にアドバイスを提供。

業績の一例

証券・金融のバックグラウンド
 
ガンマ法律事務所は、証券金融、証券規制、SEC関連業
務において数十年の業績を誇り、ブティック系法律事務所
の中ではユニコーンの存在となっています。ガンマ・ローの
弁護士は、ウォール街の一流法律事務所と協力し、数十億
ドル規模の債券や株式の資金調達、投資ファンドの組成、
証券取引などを管理してきました。またその他にも弊所弁
護士は、国内・オフショアオファリング、私募の証券コンプ
ライアンス、ブローカーディーラーや取引規制、連邦およ
び州のマネーサービス業法や電信送金法、トークン関連
のライセンシングや知的財産問題についてもアドバイスし
てきた実績があります。

トークン基盤のファイナンシング、投資ファンドの組成、 
ファンドレイジング、流通市場取引への参加などを計画・
実行する際には、証券規制と現行のSEC解釈への深い 
理解が不可欠となります。
 
ガンマ・ローはその業界経験と専門知識により、日常起こ
り得る重要な問題やリスクについて、新規市場参入者が
気付かない見解や洞察を提供することができます。 

バーチャル・ジェネラルカウンセル・サービス 
 
ガンマ法律事務所は、クリプト・ブロックチェーンビジネス
に 携 わる企 業 に 、ターンキ ー の バー チャル・ 
ジェネラルカウンセル・サービスを提供しています。弊
所が高価値のトランザクションだけでなく、日常の法
律問題も管理することで、経営者はビジネスに集中す
ることができます。

ガンマ法律事務所のクリプト・ブロックチェーン関連
業務が、お客様の目的達成のためにどのような支援
を提供できるか、是非お問い合わせください。

詳しくは、ジェネラル・カウンセル・サービスの記事をご
覧ください。また、ガンマ法律事務所のブロックチェー
ン・ブログおよびクリプトカレンシー・ブログ では、最新
のニュースや分析をご覧いただけます。

Gamma Lawのブロックチェーン及び他の新興メディア、テクノロジー・ビジネス業務に関して詳しく知りたい
方はhttps://gammalaw.com/をご覧になるか、直接ご連絡ください。

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com
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NFTs
NFT 専門弁護士
 
ガンマ法律事務所の多様な弁護士チームは、ビデオ
ゲーム、知的財産、アーティスト代理、投資銀行業務、
ブロックチェーン、暗号通貨法等の関連経験を活か
し、NFT（非代替性トークン）専門チームを立ち 
上げました。弊所のNFT専門弁護士は、ゲームやアート
の世界に適用されるNFTの技術的・経済的な可能性
を、法律専門家の中でもいち早く認識しました。また、
この分野のステークホルダーが直面する法・規制課
題も早 に々察知し、対処してきました。デジタルメディア
やその他の関連技術に精通したガンマローは、 
お客様のために最適な条件を交渉し、確保すること
ができるユニークな立場にあります。

NFTがデジタル資産や所有権を安全に売買する方法
として普及し始めると、ガンマ法律事務所はNFTの
ユースケースや、ビジュアル及びパーフォーマンス・ 
アーティスト、コレクター、アスリート、そしてNFTを
有益な資産とする投資家やプラットフォームを含む、
全てのステークホルダーを支援するリーダーとして
の地位を確立しました。ガンマローの暗号・ブロックチェーン
専門弁護士は、NFTに特化した新興企業や起業家、
またNFTを活用して収益増加を狙う既存企業に対し、
アドバイスやカウンセリングを提供しています。 
弊所はアートワークやその他資産のトークン化、 
ファイナンシャル・モデリング、契約や利用許諾契約、
税務、著作権、知的財産、商標の登録や保護な
ど、業界全体に及ぶ広い専門知識を有しています。 
 

NFT関連ビシネスの専門家
 
ガンマ法律事務所の弁護士は、半世紀近くにわたり、
変化の激しいテクノロジーやコンテンツ業界の 
最先端企業を支援してきた経験を基盤とし、暗号通貨
市場やブロックチェーン関連文書の作成においても 
エキスパートとなりました。このような経験を活用し、 
NFTの発売、購入、流通の手配など、クライアントが 
NFTを構造化し、実行できるようサポートしています。
最近の主な業績としては、刻 と々変化する法域依存の
NFT関連規制の調査とアドバイス、契約書作成と条件
合意、エンドユーザ使用許諾契約（EULA）とデータ 
セキュリティ方針の編纂、本人確認（Know Your 
Customer：KYC）とローンダリング防止（Anti-Money 
Laundering：AML）コンプライアンス文書の監査、 
一次、二次販売と収益分割の交渉などがあります。

ビデオゲーム法で20年近い経験を持ち、証券や国際取引 
の弁護士としても深い経験を持つマネージングパートナー、
デビット・ホッピが率いるガンマ法律事務所は、ブロック
チェーン、暗号、NFT業界の先駆者として活躍しています。
弊所のテクノロジー、コンテンツビジネス支援における
豊富な実績は、NFTの開発と商業化のあらゆる側面
において、クライアントに専門的な法的ガイダンスを
提供するために必要となるスキルやリソースとなって
います。

ガンマローの国際業務経験とクロスボーダー取引に関
する専門知識は、国境を越えたブロックチェーンと 
暗号ネットワークを要するNFT売買に関するアドバイス
をする上で、ユニークな立場にあります。一国の法律に
限定されない包括的なガイダンスを提供するためには、 
様々な法域関係のネットワークが必要となるからです。 
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『ガンマ法律事務所は、NFTとAR（拡張現実）分野での弊社のビジネスの立ち上げ
と資金調達に大きく貢献してくれました。 ガンマロー・チームは、テクノロジーと弊社
のビジネスをよく理解していたので、特に教えるために時間を割く必要はありません
でした。 彼らは迅速かつ積極的に対応してくれ、成長中の弊社にとって、素晴らしいマ
ッチとなっています。』 ダーク・ルース氏

共同創設者
Uplandme, Inc.

• 国際的大手ホスピタリティ企業に、仮想世界内外で
取引可能な知名度の高い物理的資産のトークン化
プログラムについてアドバイスを提供。

• 大規模予算のブロックチェーン・コレクションゲーム
に関連し、国際的大手キャラクターライセンサーに
アドバイスを提供。

• ブロックチェーンゲーム開発会社のオフショア・トー
クンオファリングをサポート。

• 革新的なNFTモデルに関する助言を含め、AR/暗
号の新興企業の社外顧問として継続的な代理を遂
行。

• NFTキャラクターを扱うARベースのプラットフォー
ム関連のスタートアップ企業にアドバイスを提供。

業績の一例

バーチャル・ジェネラルカウンセル・サービス 

ガンマ法律事務所は、NFT業界の企業に対して、ターンキーの
バーチャル・ジェネラルカウンセル・サービスを提供しています。
弊所がお客様の高額取引から日常の法律問題までを管理す
ることで、経営者はビジネスに専念することができます。

ガンマ法律事務所の暗号・ブロックチェーン関連業務につい
て、お客様の目的達成のためにどのようなサポートが可能か、
お問い合わせください。

詳しくは、ジェネラルカウンセル・サービスに関する記事をご覧
ください。また、ガンマロー・ブロックチェーン・ブログ及び暗号
通貨ブログでは最新のニュースと洞察を記載しています。ぜひ
ご覧ください。

 

Gamma Lawのブロックチェーン及び他の新興メディア、テクノロジー・ビジネス業務に関して詳しく知りたい
方はhttps://gammalaw.com/をご覧になるか、直接ご連絡ください。

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com
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知的財産の保護
 
自力で起業するスタートアップから国際的ゲーム・コングロマリットまで、Gamma Lawは実証された 
戦略を用い、ビデオゲームの法律に比類のない経験を駆使し、クライアントの心をつかむことを熟知して
います。我々は著作権、商標法、クライアントの業界への適応性に関するあらゆる面を理解しています。 
更にクライアントの知的財産を保護するため、法人著作、雇用、非競争契約、秘密保持契約の業務を勤勉に
遂行し、侵害が起こらないようモニタリングし、率先してファイル登録いたします。

ビデオゲーム専門弁護士
 
Gamma Lawのゲーム専門弁護士は、業界で起 
こるあらゆる場面に遭遇する、ゲームデベロッパー、
パブリッシャー、販売者から、トーナメント・オーガナイ
ザー、プロデューサー、メディア・プラットフォーム等、 
幅広いクライアントを代表します。弊所の弁護士は、 
デジタル・エンターテインメント、ブロックチェーン、 
AR/VR、Eスポーツ、知的財産等、ビデオゲームが 
影響を受けたり及ぼしたりするあらゆる分野で業務
を行なっています。

Gamma Lawは、ビデオゲーム・デベロッパー、 
パブリッシャー、その他の参加者が、このダイナミック
な業界でどのビジネス・ライフサイクルでも起こりう
る法律問題に対処できるよう、サポートする目的で設
立されました。弊社の業務は拡張し、多様化する一方
で、我々のビデオゲーム企業に対するコミットメント
やビデオゲームに関する法律への理解は依然強いま
まです。

リソースと専門知識を結合できるのは大企業以外で
は稀なケースではありますが、パーソナルケアと値頃
感を備えたブティック法律事務所はそれを提供できる
のです。Gamma Lawは顧客の望むライセンス取得、
パブリッシング、販売取引をするため、積極的に交渉
します。Gamma Lawはビデオゲーム業界で存続する
独特なリスクを最小化するために、クライアントを 
サポートする知識と、業界が提供する機会を確実に
活用できる識見を持っています。

ビデオゲームの専門知識 

Gamma Lawのビデオゲーム専門弁護士は、あらゆる
プラットフォーム、業界参加者や、バーチャル・リアリティ
とオーグメンテッド・リアリティを含むメディアの
分野で、何百もの取引をしてきました。ライセンサーと
ライセンシーの双方にアドバイスを提供し、クライアント
のリアル・マネーや技術基盤のゲーム・モデルに関 
する米国及び国際的規制が及ぼす影響を査定しました。
我々は、何よりもクライアントのベネフィットとなる 
ように、パブリシティ権を確保し、厳密なサービス 
利用規約およびプライバシー規定 のドラフトを作成し、
出版及びライセンス取得契約を交渉しました。 
 
ダイナミックな業界のためのビデオゲーム
専門弁護士
 
深いビジネス理解を備えた法律事務所と仕事をする
のは、どのビジネスにおいても重要なことです。特に 
目まぐるしく変化するビデオゲーム業界においては 
一層決定的となります。Gamma Lawのビデオゲーム・
ビジネスにおける深い経験によって、この業界の企業
に最高の付加価値のあるガイドを提供できるのです。
弊所のビデオゲーム専門弁護士は、クライアントと共
に積極的にその知的財産を保護し、クライアントを 
規制の遵守問題から守り、日常的な法的不安を管理
することで、クライアントが次世代のエンターテインメント
及び教育的ゲームの創作に集中できるようお手 
伝いしています。

ビデオゲーム



• 国際的なゲームパブリッシャーに代わり、ほぼ全て
の 主要な ハリウッドのスタジオとのライセンスイン 
契約に成功。

• モバイル版のスキルゲーミング事業の開発と販売で
ゲームパブリッシャーを代表し、50州のコンプライアンス
評価も担当。

• 大手の国際貿易会社のモバイルゲームの投資 
プログラム開発と導入を代表。 

• 国際的ゲームデベロッパーのジョイント・ベンチャー 
を代表し、ファイナンシング、ライセンス取得、 
コンテント・デベロプメント及びパブリッシングに関する
アレンジメントを担当。 
 
 

• メジャーなリアルマネーゲームのプラットフォームに
人気の高いモバイルゲームを含める条件に関する
案件を代表。

• 上場企業のゲームパブリッシャーを代表し、バンクーバー 
とタイの開発スタジオ買収交渉を担当。

• 物理的な賞品提供に関わる法的な問題に関し、 
日本のゲームパブリッシャーに米国のゲーム法律に
ついて助言。

業績の一例

『デビットは対応が速く、詳細指向で、ゲーム業界の多分野において深い理解があった
ので、一緒に仕事ができ光栄でした。彼の日常的な良いアドバイスと仕事ぶりに加え、
最近の弊社の買収においてもリーダーシップを発揮し、益々彼の強さが顕著と 
なりました。デビットと今後も末長く一緒に仕事をしたいと思っています。』

ターニー・ウィリアムズ氏
前　プレジデント＆COO

ロードハウス・インターアクティブ

『デビットと彼のチームはゲームビジネスを熟知しており、弊社の数年間の発展にお
いて貴重なサポートを提供してくれました。』

ミドリ・ユアサ氏
前コーポレート・オフィサー

株式会社カプコン（東京、ロスアンジェルス）

Gamma Lawのビデオゲーム、他のメディア、テクノロジー・ビジネス業務に関して詳しく知りたい方は
https://gammalaw.com/をご覧になるか、直接ご連絡ください。

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com
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バーチャル・リアリティとオーグメンテッド・リアリティ
VR/AR 専門弁護士
 
Gamma LawのVR/AR専門弁護士はこの業界の 
目まぐるしく変化するテクノロジーを熟知しています。
弊所ではクライアントが、映画製作、ビデオゲーム、
教育、その他を含むあらゆるアプリケーションによる
VR/AR/MR（ミクスト・リアリティ）の使用に関わる
複雑な法律問題を解決します。弊所の弁護士は、 
交 渉 、ライセンス取 得 、M＆A 、更には日常の 
一般法務顧問サービス等、VR/AR/MRに関連する
あらゆる法律業務を提供しております。

Gamma Lawは、デジタルメディア、ビデオゲーム、 
知的財産およびライセンス供与で培ってきた豊富な
経験を活かし、VR/AR分野のイノベーションを牽引
する企業を長年サポートして参りました。弊社の 
顧客には映画向けVRコンテンツの制作会社、 
ロケーションベースのVRゲームデベロッパー、 
日本の有力ハプティクス技 術デベロッパー 、 
地理位置情報ベースのARエクスペリエンスの 
デベロッパー、VRコンテンツ開発ツールのデベロッパー、
そして個人のVRコンテンツクリエイターなどが 
含まれます。

Gamma Lawの弁護士は、VR/AR技術の多岐に 
わたる商業的利用について熟知しており、こうした 
技術のライセンス供与を行なっている企業、そして 
これらの技術やエクスペリエンスの取得や導入に 
関わる企業に、付加価値のある法律サポートを迅速
に提供致します。Gamma LawのVR/AR専門弁護士
がクライアントに専門知識を提供するので、クライアント
は企業内の法律専門家を育成する必要はありません。

バーチャルな一般法務顧問サービス

Gamma Lawでは、VR/AR分野の企業にターンキー
的バーチャル一般法務顧問サービスも提供しており、
企業のあらゆる法的事項を日々管理することで、 
経営陣がビジネスに集中できるようお手伝いいたします。

弊所にご連絡いただき、Gamma LawのVR/AR/MR
分野における経験、そして貴社の目標達成をどのように
支援できるかについてより詳しい情報を得ていた 
だければと思います。



• VR 技術のスタートアップ企業に代わり、Google 
Ventures、Accel Partners、Rothenberg 
Venturesの200万ドルのConvertible Note 
投資案件を担当。 

• 複数のVRスタートアップ企業に代わり、ViveX 
および Rothenbergアクセラレータプログラム 
との契約を担当。

• 複数のVRスタートアップ企業に代わり、会社設立、
株式保有の構成、設立者契約を担当。 

• 複数のVR スタートアップ企業に代わり、コンテンツ
と技術ライセンス供与、一般的な法務事項を担当。

業績の一例

『Gamma Lawは弊社のローンチや、ARエンターテインメント業界でのビジネス・
ファイナンスに重要なアドバイスを提供してくれました。Gamma Lawのチームは
我々の技術やビジネスを熟知していたので、教えることは何もありませんでした。彼ら
の応対は迅速かつ積極的で、成長する弊社にとって適切なパートナーとなりました。
私はGamma Lawを強く推薦いたします。』

アサド・マリク氏
CEO

Jadu AR Inc.

『Gamma Lawのコンテンツ・ライセス取得に関する専門知識、急速に展開する
VRビジネスへの理解、コンテンツ又はテクノロジー・スタートアップをサポートし
た豊富な経験は、弊社にとって完璧なマッチとなりました。』

ルネ・ピンエル氏
CEO

Kaleidoscope VR Inc.

Gamma LawのVR/AR/MR及びその他のメディア、テクノロジー・ビジネス業務に関して詳しく知りた
い方はhttps://gammalaw.com/をご覧になるか、直接ご連絡ください。

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com

https://gammalaw.com/ja/
https://gammalaw.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/


Eスポーツ専門弁護士
 
Gamma Law のEスポーツ専門弁護士は、競争ゲーム
のあらゆる分野におけるクライアントにアドバイスを 
提供し代表いたします。Gamma Law はEスポーツに 
関する法律のパイオニアとして、この業界で企業が必要
とする、業界特有の深い知識と幅広い専門的法律 
ニーズを所有しています。Gamma LawはEスポーツ
のゲームライセンス契約、トーナメント運営契約、 
スポンサーシップ契約、プレイヤー代理店契約において、
成長期にあるマーケット・スタンダードの最先端を 
主導します。

Gamma Lawはダイナミックで刻 変々化するEスポーツ・
ビジネスのクライアントをサポートした第一人者であり、
米国内の法律事務所でも数少ないEスポーツ業務の 
スペシャリストとして知られています。15年間以上に 
わたり、ビデオゲーム事業に集中してきたGamma Lawが、
ゲームライセンス契約、トーナメント運営契約、 
スポンサーシップ契約、スポンサーシップ代理店契約、 
プレイヤー契約などを含むあらゆるタイプのEスポーツ
契約の開発、交渉、締結のリーダーとして台頭した 
のも当然の成り行きと言えます。

弊所ではグローバルなトーナメント向けのトーナメント
規則を整え、日 の々あらゆる用件だけでなく、Eスポーツ 
コミュニティ管理において発生する法的な懸念についても、 
Eスポーツに関わるお客様をサポート致します。
 
 
 

Eスポーツの法律専門家
 
急成長を続ける競合の激しいビデオゲーム事業に 
携わる企業には、IPの保護からライセンス供与、 
プライバシーと宣伝の権利、興行権、スキルゲーミング
規制、メディア権と放映、スポンサーシップと宣伝、 
会場のレンタルなど実に幅広い法律サポートが必要です。
さらに、Eスポーツチームには、プレイヤー契約、 
入国管理、チームハウジングや設備リースに関する 
アシスタンスも必要です。

まだ初期段階ではありながら成長著しいEスポーツ
規制組織の役割、そしてリーグやプレイヤー組織は、
ゲーム会社、トーナメント運営組織、スポンサーや 
チームに、さらなる困難を突きつけます。Eスポーツが
目まぐるしい成長を続ける中、不必要な法律上の 
リスクや無駄な費用を回避するには、この業界を 
熟知している法律顧問のガイダンスが不可欠と言えます。

Eスポーツ企業に対する法務顧問サービス

Gamma Lawでは、Eスポーツ業界の企業にターンキー
的なバーチャル・一般法務顧問サービスも提供しており、
企業のあらゆる法的事項を日々管理することで、経営陣
がビジネスに集中できるようお手伝いをしております。

Gamma LawのEスポーツ業務に関して詳しく知りたい
方はhttps://gammalaw.com/をご覧になるか、 
直接ご連絡ください。

Eスポーツ

https://gammalaw.com/ja/
https://gammalaw.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/


『Gamma LawはEスポーツを熟知していることから、プレイヤー契約他の業務には
とても望ましい法律事務所でした。彼らが弊社のビジネスを熟知していることは、我々が
成長する上で、大変大きな付加価値となりました。』

タイラー・ウェスト
共同創始者

チームライバル

『デビットと彼のチームはゲームビジネスを熟知しており、弊社が数年間で発展する間、
貴重なサポートを提供してくれました。』

ミドリ・ユアサ氏
前コーポレート・オフィサー

株式会社カプコン（東京、ロスアンジェルス）

• 総額数百万ドルに値する主要なEスポーツ業界内外
スポンサーとのスポンサー契約書作成及び交渉。 

• 米国および国際的な数十の有名な格闘ゲーム 
トーナメントに使用されるトーナメント運営者契約書
作成および交渉。 

• 知名度の高いチーム組織のためにプレーヤー 
契約書作成。 
 
 
 

• Eスポーツコミュニティ内のデリケートな問題に関して、
主要なEスポーツゲームパブリッシャーにリアルタイム
のアドバイスを提供。 

• 主要ゲームパブリッシャーと主要ゲームストリーミング
プラットフォームの間で数百万ドルのストリーミング
契約を交渉。 

• 数日間開催のグローバルファイナルトーナメントの 
ためにラスベガスのEスポーツアリーナと会場契約を
交渉。

業績の一例

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com



デジタルメディア
デジタルメディア専門弁護士

デジタルメディアのコンテンツ制作、ライセンス取得、
販売に携わる個人や企業は、専門的知識を必要と 
しますが、Gamma Lawのデジタルメディア専門弁
護士はそれをお届けすることができます。テクノロジー、
知的財産、契約法を含む法律業務に関する知識と 
経験を持つGamma Lawの専門弁護士は、総合的
法務顧問サービスを提供し、ニューメディアの全分野
においてクライアントの代理をいたします。我々は常
にクライアントの関心を保護しつつ、デジタルメディア
の投資、作成、実行に関する契約書作成し、アドバイス
を提供します。

Gamma Lawのデジタルメディア専門弁護士は、エ
ンターテインメント、コンテンツ作成、販売、ライセン
ス取得、Eスポーツ、ビデオゲームに携わるクライアン
トを支えます。弊所はVR/ARや他のニューメディア・
テクノロジーのクロスプラットフォーム・コンバージェ
ンスのクライアントにもサポートを提供します。

Gamma Lawは数百ものコンテンツ及び技術 
ライセンス取得業務を支援してまいりました。 
Gamma Lawは主要な国際的IPオーナーの複雑な
国際ライセンス取得取引から、新興テクノロジー 
企業の革新的ビジネスモデルまで幅広い経験を持ちます。
 

フルサービス・デジタルメディアを専門と
する法律事務所

フルサービスのデジタルメディア法律事務所として、 
Gamma Lawは米国及び海外での商品化、 
ローカリゼーション、権利処理、収益分配、販売に 
関連する条件を含む、映画化権オプション契約、 
コンテンツのラインセンス取得契約の交渉を専門業務
とします。

Gamma Lawは、ユーザーによるコンテンツのライセンス
取得、ユーザー問題、IP保護、DMCA行使および対応、
炎上商法のコンプライアンス、クロスボーダーリスク
管理などの幅広い問題を抱えるクライアントを支援し
ます。

Gamma Lawでは、デジタルメディア分野の企業に 
ターンキー的バーチャル・一般法務顧問サービス 
も提供しており、企業のあらゆる法的事項を日  々
管理することで、経営陣がビジネスに集中できる 
ようお手伝いいたします。

Gamma Lawのデジタルメディア業務に関して 
詳しくお知りになりたい方はガンマロー法律事務所
にお問い合わせ下さい。

https://gammalaw.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/


• 米国大手の動画配信サイトに代わり、日本のテレビ
スタジオ及びその他権利保持者との数 の々ライセンス
契約交渉を担当。 

• 日本の著作権者に代わり、米国の主要舞台作品の
映画オプション契約交渉を担当。 

• ブラジル映画制作者に代わり、国際映画フランチャイズ
に関連するライセンスイン契約の交渉を担当。 
 

• 日本大手出版社の米国におけるEブック販売プログラム
に関し、全ての主要プラットフォームにて契約交渉
を代理。 

• 米国ホームビデオ制作者に代わり、韓国TVドラマ
の米国での翻訳および販売の独占権をめぐる契約
50件の一部交渉を担当。

業績の一例

『Gamma Lawは、数年にわたる私たちの映画ベンチャービジネス成功になくてはな
らない存在です。アジア、アメリカそして南米でのライセンス取得契約、資金調達や販売
に関して重要なサポートを提供してくれています。デビットと彼のチームはこのビジネス
を熟知し、私たちが必要とするときにはいつでも時間を取ってくれます。』

オリバー・クワン氏
Americás Film Conservancy

創設者兼エグゼクティブ・ディレクター

『講談社アドバンストメディアは日本の大手出版社のデジタル版子会社です。弊社では、日
米両方のビジネス環境で事業を行う間、米国での事業開始に欠かせないライセンス取得取
引のアドバイスを提供してくれる弁護士が必要でした。デビットはそれら全て、いえそれ以上
のサービスを提供してくれました。彼は弊社の米国での成功の鍵であり、一緒に仕事ができ
たことを光栄に思います。』

アルビン・ルー氏
講談社アドバンストメディア
ジェネラル・マネージャー

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com



インターナショナルビジネス

Gamma Lawの弁護士勢にとって、国際的な経験や
視野は、その特徴であり基本的なものです。殆どの 
弁護士は大規模な国際的法律事務所に勤務するか、
もしくは米国や海外で企業弁護士として国際業務に
携わりました。我々の業務は、米国以外のクライアント
による米国基盤でのビジネスや、米国人以外の相手
との交渉取引をサポートするクロス・ボーダー取引業務
が大多数を占めています。たとえ米国内の案件であっても、
我 の々多様で複雑、かつ困難な環境での交渉取引経験
に基づいた見解や洞察を提供できることにより、 
クライアントの皆様には高い評価をいただいています。

弊所の国際業務の経験は企業及び取引に関する 
全ての業務に及びます。我々はM＆A、ファイナンス 
及び投資、更にコンテンツやテクノロジーライセンス 
取得契約、再販売及び販売契約、コンテンツ及び 
テクノロジー開発、映画及びテレビオプション契約、
その他多くの分野のクライアントをサポートします。

我々はまた純粋なパートナーシップから、複数の 
エクジット・プランや企業売却にわたる、国際的 
ジョイントベンチャーもサポートします。

長年にわたり、海外の多くの国で地域的に信頼の 
ある弁護士とのネットワークを築いてきたことから、
我々は米国基盤のクライアントに、ほぼ全主要商業
裁判管轄における最高の法律サービスへのアクセスを、
低コストで提供することができます。

英語の他に弊所の弁護士はフランス語、日本語、 
中国語（マンダリン）、ポルトガル語、ロシア語、 
スペイン語、ベトナム語が堪能です。

シームレスな異文化間コミュニケーション及びバイリンガルでのリーガル・サポート



• 主要な非上場の米国オンライン・デートのサイトを、
スペインとドイツの複合ジョイントベンチャー 
に代表。 

• 主要な香港Eコマースサイトを、米国での子会社
設立及び法律業務にあたり、15年以上にわたり
代表。 

•  米国映画プロデューサーの中国での共同 
プロダクション・アレンジメントを現地弁護士 
と共にサポート。 

• ブラジル映画制作者に代わり、国際映画フランチャイズ
に関連するライセンスイン契約の交渉を担当。 

• 現地の弁護士と共に、日本の貿易会社の欧州 
におけるモバイルゲーム開発と導入を代表。 
 

• 日本大手出版社の米国におけるEブック販売 
プログラムの契約交渉を代理。 

•  米国以外の多数新興テクノロジー企業の 
米国子会社設立を代理。 

• 多くの米国ストリーミング・サイトを日本のアニメ
商品のローカリゼーション及び販売契約の 
ため代理。 

•  米国のテクノロジー企業の戦略的投資及び 
買収にあたり、日本の上場企業を代表。

業績の一例

Gamma Lawの国際業務に関して詳しく知りたい方はhttps://gammalaw.com/をご覧になるか、 
直接ご連絡ください

 
電話： +1 (415) 901-0510    info@gammalaw.com

https://gammalaw.com/ja/
https://gammalaw.com/ja/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/



