
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●無料法律相談会 (ベーカー＆マッケンジー東京事務所)   

■日時 Date and Time  ：2018 年 9 月 5 日（水）9:00-17:00   September 5th (Wed), 2018, 9:00-17:00 

■場所 Place   ：ベーカー＆マッケンジー東京事務所   Baker & McKenzie Tokyo 
東京都港区六本木 1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー28F 

Ark Hills Sengokuyama Mori Tower, 28 Floor. 1-9-10 Roppongi, Minato-ku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 -13:00 受付 Reception 

13:00-13:15 
PROMEXICO のメキシコ直接投資へのサポート  PROMEXICO Support and Assistance  for Investment in Mexico  

メキシコ大使館商務部 PROMEXICO 商務参事官 アーロン・ベラ Mr. Aarón Vera , Trade Commissioner, Trade Commission of  Mexico in Japan 

13:15-14:05 
メキシコ：衛生規制の世界の最先端  Mexico : World Forefront of Health Regulation 

連邦衛生リスク対策委員会(COFEPRIS) 国際部長 マリオ・アラニス Mr. Mario Alanis, General Director for International Affairs, COFEPRIS 

14:05-15:25 

メキシコのヘルスケア産業  Health Care Industry in Mexico

メキシコでの健康産業への参入を検討している海外企業の法的枠組み 

Legal framework of foreign companies that want to participate in the health sectors in Mexico 

医薬品、医療器具、栄養補助食品、美容産業の規制 

Regulations for medicines and medical instruments, food supplements and beauty sector.  

ベーカー＆マッケンジー法律事務所 パートナー Dr.クリスティアン・ロペス・シルバ  

Dr. Christian Lopez-Silva, Partner, Baker & McKenzie  

ベーカー＆マッケンジー法律事務所 ジャパンデスク 藤井デービッド剣 Mr. David Fujii, Japan Desk Leader, Baker & McKenzie 

15:25-15:30 質疑応答、個別相談会 Q&A, Individual Consultation 

無料法律相談会は事前メールにてお問い合わせください。Previous reservation by email is required.  

2018 年 8 月 吉日 

 

メキシコ大使館商務部 PROMEXICO 主催「メキシコ製薬・医療機器業界のビジネスチャンス」 

Mexican Pharmaceutical and Medical Equipment Business Opportunity 

■日時 Date and Time：2018 年 9 月 6 日（木）13:00-15:30   September 6th (THU), 2018, 13:00-15:30 

■場所 Place   ：メキシコ大使館   Embassy of Mexico in Japan 

■言語 Languages  ：英語／English  

■その他 Others  ：入場無料（駐車場はございません）Admission Free (No Parking Available) 

この度、メキシコ大使館商務部 PROMEXICO は、連邦衛生リスク対策委員会

（COFEPRIS）ならびにベーカー＆マッケンジー法律事務所の来日に伴い、下

記の通りビジネスセミナーを開催致します。セミナー前や後には個別相談会

の時間も設けます。 

是非ともお誘い合わせの上ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

セミナーにご参加ご希望の方は、別紙のお申 込用紙に必要事項をご記入の

上、FAX または E メールにてご返信ください。 

Due to the arrival to Japan of COFEPRIS and Baker & McKenzie (Law Firm 
representatives), ProMexico will hold Mexican Pharmaceutical and Medical Equipment 
industry Seminar. Before and After the seminar you are also welcome for individual 
consultation. 

This is a great opportunity to gather useful information about future business feasibility 
studies in Mexico,  

Guests interested to attend our business seminar are kindly requested to reply either by 
FAX or E-mail, by filling the reply sheet attached to this invitation.

Dr. Christian is the Head of Healthcare & life Sciences 
Industry Group in Mexico, as well as a member of the 
Steering Committee of the Latin America 
Pharmaceuticals Group. He has more than 14 years of 
experience in regulation of life sciences, pharmaceutical 
law and biotechnology matters. 

Dr.クリスティアン氏は製薬・ライフサイエンス産業

グループの担当である。ラテンアメリカ製薬グループ

の運営委員会のメンバー。ライフサイエンス、製薬関

連の法律、バイオテクノロジー案件の規制において

14 年以上の経験を有しています。 

藤井氏はメキシコとラテンアメリカの日系企業のサ

ポート専門のベーカー＆マッケンジー    法律事務所

の弁護士。日本語、英語、スペイン語を話し日本文

化への知識もあります。アメリカや日本の企業と

10 年以上働いています。 

David Fujii is a Mexican Lawyer of Baker McKenzie’s 
specialized in supporting Japanese companies in Mexico and 
Latin America. Proficient in Japanese, English and Spanish 
and knowledgeable on Japanese culture. He has worked for 
American and Japanese companies for more ten years 

マリオ・アラニス 

現在、連邦衛生リスク対策委員会（COFEPRIS）の海

外部門長として海外の規制機関や政府間機関との関係

発展の戦略的プロジェクトを担当しています。 

以前は大統領府技術秘書やOECDにおける経済省の代

表をつとめました。 

Mr. Mario Alanis 

Actually he is General Director for Foreign Affairs in 
COFEPRIS in charge of strategic projects for development of 
relation with other regulatory agencies and multilateral 
organizations.  

Previously he worked as Technical Secretary in presidential 
office and representative of Secretary of Economy in 
Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD). 



                               
 

メキシコ大使館商務部PROMEXICO主催セミナー申込書 

「メキシコ製薬・医療機器業界のビジネスチャンス」 
Mexican Pharmaceutical and Medical Equipment Business Opportunity 

 
日時：2018年9月6日(木)  13:00-15:30         September 6th (THU), 2018 13:00-15:30 
場所：メキシコ大使館                    Embassy of Mexico in Japan 

東京都千代田区永田町2丁目15-2              2-15-2 Nagata-cho Chiyoda-ku Tokyo 
                       
□ 出席 (will attend)   □ 欠席します (will not be able to attend) 

 

 

 

 
ProMéxico メキシコ大使館商務部 行  

御芳名（和文） 
 

 

Name (English) 
 

 

役職（和文）  

Title (English) 
 

 

御社名（和文）  

Company (English) 
 

 

所属（和文）  

Department (English) 
 

 

御連絡先 
(Contact information) 

TEL: FAX: 

E-mail Address 
 

 

 

 

＊本紙を下記FAXまたはEメールにて、8月31日（金）までにご返信ください＊ 

Please reply to FAX or Email by Friday, August 31th 
FAX: 03-3580-9204 E-mail: japon@promexico.gob.mx 
 

メキシコ大使館商務部PROMEXICO 

東京都千代田区永田町２－１５－２    
Tel: 03-3580-0811   
E-mail: japan@promexico.gob.mx 
＜別館へのアクセス＞ 

プルデンシャルタワー手前の坂を上がると、途中左手

に赤と白の建物がございます。外の白いフェンスの扉

から別館に入り、エレベーターにて５階 Espacio 

Mexicano までお越し下さい。（恐れ入りますが、入

口はこちら一か所のみとなります） 

 

※申込受付確認の通知はありません。 

 

※ご記入頂きました個人情報につきましては内部資料

として適切に管理し、セミナー運営の目的以外には一

切使用致しません。 
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