Message
“To Be the Most Trusted Accounting & Advisory Firm in the World”
HLSグローバルグループは、米国法人 Hotta Liesenberg Saito LLP を中心に、日本・メキシコ・インドの
4カ国12拠点でサービスを展開する国際会計事務所です。東京を拠点とする株式会社HLSグローバルは、Hotta
Liesenberg Saito LLP に寄せられた多くのクライアントニーズに対応するため、2001年に設立されました。各
国のグループ法人との緊密な連携・協働と国内外の提携事務所を通じ、会計・税務・監査・コンサルティングの
ビジネス活動を包括的にサポート致します。
また、2012年には、多様化するより高度な国際間の税務に対応すべく、税理士法人HLSグローバルを設立い
たしました。日本及び海外において経験豊富な日米の公認会計士・税理士・コンサルタントが、適切なアドバイ
スと顧客満足度の高いサービスを提供しております。
HLSグローバルグループは、世界で最も信頼される会計事務所を目指しています。

HLS Global Group is an international Accounting & Advisory firm operating in twelve locations in four countries,
including U.S., Japan, Mexico and India. Established in 2001 as the Japanese arm of Hotta Liesenberg Saito LLP,
a U.S. based accounting firm, HLS Global Co., Ltd. provides superior professional business services to both
Japanese companies operating in Japan and foreign countries, and to foreign multinational companies
operating in Japan. In addition to working closely with our member firms, we also work with our alliance
partners in various countries to serve client needs efficiently and comprehensively.
HLS Global Tax Corporation was also established in 2012 to provide a range of solutions for advanced
international tax issues faced by our clients. At HLS Global, we pay the highest attention to our clients to
discover their needs in advance and provide value-added solutions with precision in both English & Japanese.
Our goal is to be the most trusted Accounting & Advisory firm in the world.

History
1990

米国ロサンゼルスにて Hotta & Co.
(現：Hotta Liesenberg Saito LLP）を設立

Hotta & Co. (present Hotta Liesenberg Saito LLP)
was established in Los Angeles, California.

2001

東京に株式会社堀田リーゼンバーグ斎藤アン
ド・カンパニー（現：株式会社HLSグローバ
ル）を設立

Hotta Liesenberg Saito & Co., Ltd. (present HLS
Global Co., Ltd.) was established in Tokyo.

2005

米国法人 Hotta Liesenberg Saito LLP が
BDO Seidman Allianceに加盟

Hotta Liesenberg Saito LLP became a member of
BDO Seidman Alliance.

2005
～2009

米国ニューヨーク、インディアナポリス、シカ
ゴ、デトロイト、アトランタにオフィスを開設

Hotta Liesenberg Saito LLP opened new offices in
New York, Indianapolis, Chicago, Detroit, and
Atlanta.

2010

メキシコ法人 HLS Funakubo Gutierrez, S.C.
を設立

HLS Funakubo Gutierrez, S.C. was established in
Mexico City.

2012

税理士法人HLSグローバルを設立

HLS Global Tax Corporation was established in
Tokyo.

2015

‘Global Advisory Services’部門を開設し
ビジネスコンサルティングをスタート

Started ‘Global Advisory Services’ to offer
Business Consulting

2016

インド・ニューデリーにHLS-SJM Advisors
India Private Limitedを設立

HLS-SJM Advisors India Private Limited
established in New Delhi
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電話
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Phone: +81-3-6435-6596 Fax: +81-3-6435-6598

Hotta Liesenberg Saito LLP

米国 /

U.S.A.

ロサンゼルス / Los Angeles

シカゴ / Chicago

970 W. 190th Street, Suite 900, Torrance, CA 90502
Phone: +1-424-246-2000 Fax: +1-424-246-2005

1901 N. Roselle Road, Suite 800, Schaumburg, IL 60195
Phone: +1-847-517-6352 Fax: +1-847-517-6347

ニューヨーク / New York

インディアナポリス / Indianapolis

155 E. 44th Street, Suite 1300, New York, NY 10017
Phone: +1-646-589-8000 Fax: +1-646-589-8005

3925 River Crossing Parkway, 3rd Floor, Indianapolis, IN 46240
Phone: +1-317-472-2723 Fax: +1-317-805-1723

アトランタ / Atlanta

サンノゼ / San Jose

4375 River Green Parkway, Suite 200, Duluth, GA 30096
Phone: +1-678-206-2881 Fax: +1-770-232-9463

2033 Gateway Place, Suite 500 (#562), San Jose, CA 95110
Phone: +1-424-246-2000 Fax: +1-424-246-2005

メキシコ /
◆

JAPAN

MEXICO

HLS Funakubo Gutierrez, S.C.
メキシコシティ / Mexico City

イラプアト / Irapuato

Presa de la Angostura #23PB,
Colonia Irrigacion, 11500 Mexico, D.F.
Phone: +52-55-5203-5034 Fax:+52-55-5203-5035

Del Bosque 323, Las Reynas,
36660 Irapuato, Guanajuato
Phone: +52-462-104-5003 Fax: +52-462-104-5004

アグアスカリエンテス / Aguascalientes
Av. Aguascalientes Sur #2729 Piso 2, Interior 11,
Jardines de las Fuentes, 20278 Aguascalientes
Phone: +52-1-449-688-2262
◆

インド /

INDIA

HLS-SJM Advisors India Private Limited
ニューデリー / New Delhi

グルグラム / Gurugram

Eros Metro Mall, LGF 04, Sector14,
Dwarka, New Delhi – 110075
Phone: +91-11-2808-3118 Fax:+91-11-2804-3114

Room # 121, Building No. 10A Level 1, Phase II, DLF Cyber City,
Gurugram, Haryana – 122002
Tel. +91 124 6728890

ニムラナ / Neemrana
Office No. 02-06, 2nd Floor, Regent Square,
Neemrana, Rajasthan – 301705
Tel. +91 98115 03118 ; +91 98135 02444

Services
会計 / Accounting
・ 記帳代行及びマネージメントレポーティング
・ 日米会計基準、IFRSに準拠した財務諸表の作成及び
作成支援

・ Bookkeeping and management reporting
・ Preparation of financial statements in various accounting
standards (JGAAP, USGAAP, and IFRS)

税務 / Tax Compliance and Advisory
・ 国内、海外の各種申告書作成業務 [法人税、所得税、（外
国人所得税課税含）、消費税等]

・ Tax compliance for domestic and overseas taxation for
corporate, individual (including expatriates), and
consumption tax, etc.

・ 国際相続に係る相談及び申告業務
・ 組織再編（海外再編を含）をはじめとする各種税務相談業務
・ 移転価格及び国際税務に関する助言
・ 税務調査立会
・ 税務デューデリジェンス

・ International inheritance tax
・ Tax advisory services including overseas reorganization
・ Transfer pricing and international taxation advisory
・ Comprehensive support on tax audit by NTA
・ Tax due diligence
監査 / Audit and Assurance

・ 日本会計基準に基づく法定および任意監査
・ 米国会計基準又はIFRSに基づく監査又はレビュー
・ ロイヤルティ監査

・ Statutory or non-statutory audit under JGAAP
・ Audit or review under USGAAP or IFRS
・ Royalty audit

・ 内部監査体制の構築支援及び内部監査アウトソーシング
・ 内部統制の構築・SOX対応支援及びアウトソーシング

・ Internal audit advisory and outsourcing services
・ Internal control/sox compliance advisory and outsourcing

・ 海外上場支援
・ M&Aに係る統合支援
・ 業務プロセス改善 (BPR)
・ 経営管理システム (ERP) 導入支援
・ 日本法人海外進出に関する助言
・ 外資系法人日本進出に関する助言

・ Support for IPO in foreign market
・ Post M&A integration
・ Business process reengineering
・ Assistance for planning & implementation of ERP
・ Advisory services for Japanese Companies going abroad
・ Advisory services for multinational companies coming to

アドバイザリー / Advisory Services

services

Japan

・ 合意に基づく手続きの実施
・ 財務調査（デューデリジェンス）
・ 株価評価、事業評価、知財評価

・ Agreed upon procedures
・ Financial and business due diligence
・ Valuation of stock, business, and IP
翻訳 / Translation

・ 英文財務諸表の作成
・ 決算短信、経理関連文書等の翻訳

・ Preparation of financial statements in English
・ Translation of financial results and various accounting
related documents

アウトソーシング / Outsourcing
・ 給与計算
・ ビジネスプロセスアウトソーシング

・ Payroll calculation and related support
・ Business process outsourcing

“Solutions for your Success”

Global Advisory Services
ビジネスコンサルティング / Business Consulting
・ 市場調査・市場参入戦略
・ 事前販売調査・ビジネス開発戦略
・ 製品のマーケティング戦略
・ 提携企業マッピング・競合他社調査
・ 事業戦略コンサルティング
・ M&Aアドバイザリー
・ 提携実現可能性分析
・ ビジネスデューデリジェンス

・ Market Research & Market Entry Strategy
・ Sales and Business Development Strategy
・ Product Marketing Strategy
・ Market Mapping & Competitive Intelligence
・ Business Strategy Consulting
・ M&A Advisory
・ Partner Feasibility Study
・ Business Due Diligence
ビジネスサポート / Business Support

・ 起業支援
・ インフラ整備
・ 事業開始・物流サポート
・ 現地での連絡事務代行
・ ローカライゼーションサポート

・ Incubation Support
・ Infrastructure Setup
・ Operations & Logistics Support
・ Act as Local Liaison Office
・ Localization Support
人事労務サポート / HR & Labor Law Support

・ 人事アドバイザリー業務
・ 人事制度策定・運用コンサルティング

・ HR Advisory & Support
・ Personnel Management System Planning &

・ 退職金制度策定・運用コンサルティング

・ Severance Pay System Planning & Implementation

・ 就業規則作成・変更
・ 調査立会業務
・ 法定帳簿等作成支援
・ 労働保険関係サポート
・ 社会保険関係サポート

・ Review, Design & Modification of Rules of Employment
・ Survey Witness Service
・ Statutory Account Book Preparation Support
・ Labor Insurance Compliance Support
・ Social Insurance Compliance Support

Implementation Consulting
Consulting

“Solutions for your Success”

移転価格サービス
Transfer Pricing Services
近年のビジネスのグローバル化に伴い、さまざまな取引形態によるモノ・サービスの国際取引が行わ
れております。グローバル企業にとっては、関連者間におけるそれらの国際取引について、取引ごと
に移転価格税制に準拠した妥当な取引価格の設定が求められております。HLS グローバルでは、日米
の移転価格チームが緊密に連携、協働し、移転価格問題に対して総合的にご支援致します。クライア
ント企業の税務コンプライアンスの維持・向上を目指し、さまざまな移転価格問題に対して税務・ビ
ジネス面で最適な移転価格スキームをご提供致します。

主な移転価格サービス
税務コンプライアンス、税務コスト削減への対応
✓ 移転価格リスク分析
現在の移転価格方針等を分析し、更正リスクを分析・測定するとともに、整備すべき地域、取引、
契約等を特定致します。
✓ 移転価格の文書化
各国の税務当局が求めるドキュメント要件に則った移転価格文書を作成致します。
✓ 移転価格ポリシーの策定
税務及びビジネスの観点から最も適切な移転価格ポリシーを策定するとともに、関連する契約書類
を整備致します。
✓ APA（Advance Pricing Agreement/事前確認）の取得
各国の税務当局に対し、移転価格設定に関して事前の合意を得ることにより税務リスクを回避致し
ます。
✓ グローバル所得配分
税務・ビジネスの観点からグループ全体における、最適な所得配分の構築をご支援致します。
移転価格税務調査、課税への対応
✓ 移転価格調査への対応
税務当局による移転価格調査に対してご対応致します。
✓ 相互協議のサポート
移転価格課税が行われた場合、二重課税回避に向けた取り組みをご支援致します。
関連する経営課題への対応
✓ 移転価格と業績評価
移転価格への対応と業績評価制度の設計・運用の双方の問題を踏まえた移転価格ポリシーを策定致
します。

移転価格サービスにおける HLS グローバルの強み
専門的なスキルと豊富な経験
✓ 移転価格の税務専門家とビジネスの専門家が連携・協働し、より質の高いサービスをご提供致します。
✓ 税務当局における国際税務経験者のプロジェクトへの参加が可能です。
✓ 移転価格調査・課税への事前対応から課税後の対応まで、さまざまな状況下でのご対応が可能です。
✓ 多様な移転価格ポリシーの策定が可能です。
・税務コンプライアンスへの対応と税務コストの削減、双方の視点に立った移転価格ポリシーを策定
致します。
・移転価格への対応と子会社の業績評価制度の設計・運用、双方の問題を踏まえた移転価格ポリシー
を策定致します。
多様な業種・業界、取引の経験とノウハウの蓄積
✓ 日系のグローバル企業を中心にサポート経験が豊富であり、企業が抱える問題を熟知しています。
✓ 棚卸資産の国外関連取引にとどまらず、無形資産・役務提供取引等の多様な取引に対する豊富な経験が
あります。

HLS グローバルのネットワーク
海外グループ法人及び提携先のネットワークを活用することで、各国税務当局の要件に適合した移転
価格サービスをご提供することが可能です。
✓ Hotta Liesenberg Saito LLP （米国）
✓ HLS Funakubo Gutierrez, S.C. （メキシコ）
✓ HLS-SJM Advisors India Private Limited （インド）
✓ その他対応国： ドイツ、ブラジル、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、他

お問い合わせ
株式会社 HLS グローバル / 税理士法人 HLS グローバル
〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 12-10 T&G 浜松町ビル６階
電話： 03-6435-6596 Ｆax： 03-6435-6598

国際税務サービス
Cross-border Tax Services
国境を超えたビジネスの拡大は、人の交流から始まり、財貨、資本そして技術の交流へと発展していきます。ク
ロスボーダー取引には、それぞれ固有の税務上の論点があります。不測の事態による追徴税額の発生する事態を
回避しつつ、税務メリットを最大限に享受するためには、国際税務の専門家のアドバイスが不可欠です。HLS グ
ローバルでは、日米における税務専門家が緊密に連携・協働し、迅速かつ的確な税務アドバイスをご提供致しま
す。

主な国際税務サービス
国際税務に係る各種アドバイザリー業務
✓ 国際税務
租税条約・外国税額控除や外国子会社受取配当益金不算入制度等の国際税務につき日米で適切な
税務アドバイスを提供します。
✓ 租税条約関連業務
国際取引における租税条約の適用に係るアドバイス、日本をはじめ米国等における租税条約届出書
（W-8BEN 等）の作成を致します。
✓ 移転価格
移転価格に係るリスクの分析、文書の作成、ポリシーの作成、APA の取得等包括的なサービスを
ご提供致します。
✓ 海外組織再編
海外子会社・関連会社の組織再編（合併、清算等）に係る税務アドバイスをご提供致します。
✓ 国際相続
海外資産の相続に係る税務アドバイス及び日本における相続税の申告をサポート致します。
✓ 海外 LP、LLC を利用した投資
海外で組成された LP、LLC 等を利用した投資に係る税務アドバイスをご提供致します。
✓ M＆A に伴うサービス
対象会社の税務デューデリジェンスのサービスをご提供致します。
✓ その他現地サービス
海外グループ法人及び提携事務所との協働で、海外子会社・関連会社での税務コンプライアンス、各
種アウトソーシングサービスに関し幅広いサービスをご提供致します。
各種申告書作成業務
✓ 法人税等申告書
海外取引のある日本法人、外国法人の子会社等の法人税・消費税の申告書作成業務をご提供致しま
す。
✓ 個人所得税申告書
日本における外国人駐在員の個人所得税申告書作成業務や米国、メキシコ等における現地駐在員の個
人所得税に関するアドバイスをご提供致します。
✓ 税務調査への対応
税務当局による移転価格を含む税務調査に対してご対応致します。

国際税務サービスにおける HLS グローバルの強み
専門的なスキルと豊富な経験
✓ 国際税務に長年携わっている専門家による豊富な経験とノウハウに基づいた質の高いサービスをご提供
致します。
✓ 税務当局における国際税務経験者のプロジェクトへの参加が可能です。
✓ 海外グループ法人や提携先会計事務所及びネットワークで結ばれた専門家との緊密な連携によるサービ
スのご提供が可能です。
✓ 日・英バイリンガルの専門家によるチーム構成のためコミュニケーションが円滑で効率的に計画を遂行
致します。
多様な業種・業界、取引の経験とノウハウの蓄積
✓ 日系のグローバル企業を中心にサポート経験が豊富であり、当該企業が抱える問題を熟知しています。
✓ 計画段階から先を見越してあらゆるご相談が可能です。

HLS グローバルのネットワーク
海外グループ法人及び提携先のネットワークを活用することで、各国の要件に適合した国際税務サー
ビスをご提供することが可能です。
✓ Hotta Liesenberg Saito LLP （米国）
✓ HLS Funakubo Gutierrez, S.C. （メキシコ）
✓ HLS-SJM Advisors India Private Limited （インド）
✓ その他対応国：ドイツ、ブラジル、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、他

お問い合わせ
株式会社 HLS グローバル / 税理士法人 HLS グローバル
〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 12-10 T&G 浜松町ビル６階
電話： 03-6435-6596 Ｆax： 03-6435-6598

海外事業支援サービス
Global Business Support Services
HLS グローバルでは、国際経験豊かなコンサルタントが海外のグループ法人や提携事務所と緊密に
連携・協働することにより、進出国の経営環境の違いや諸制度への対応など海外進出・展開の際顕在
化する課題に対して的確な助言・支援を行います。また、クライアント企業の成長に合わせ、現地に
おける会計制度や税務コンプライアンスへの対応、国際取引に係る国際税務、親会社による連結会計
や内部監査など管理業務への対応等、日本企業の皆様の海外展開を包括的にサポート致します。

主な海外事業支援サービス
海外進出支援
✓ 会社設立支援
会社設立登記及び許認可取得・諸届出手続きに関する支援で、主に以下の事項に関する助言や実務
支援をご提供致します。
・ 進出形態に関する助言

・ 諸届出手続き及び各種ライセンスの取得

・ 法人設立登記

・ 銀行口座開設及び決済関連フロー構築

✓ スタートアップ支援
海外事業開始を支援するコンサルティングサービスで、親会社及び海外関連会社に対して主に以下
の分野に関する助言や実務支援をご提供致します。
・ フィージビリティ・スタディ

・ 駐在員給与形態の設計

・ 事業予算の策定支援

・ 内部統制の設計

・ ビジネス、業務フローの策定支援

・ 会計ソフト導入の設計

・ 会計・税務コンプライアンスに関する助言

・ IT インフラ導入の設計

・ 国際税務プランニングに関する助言

・ アウトソーシング業務の設計（会計、給与、
etc.）

✓ 海外上場支援
様々な分野に精通した専門家が連携・協働し、米国 OTCBB 市場など海外上場に向けた様々な課題に
対して総合的にご支援致します。
海外事業支援
✓ 業務効率化支援
海外事業における業務効率化のためのサービスを幅広くご提供致します。
 業務改善・効率化支援
 現地業務のシステム化支援
 ERP 導入支援
✓ 内部監査支援およびアウトソーシング
親会社での内部監査計画の立案や海外関連会社への監査実施の助言を行います。また、海外グルー
プ法人及び提携事務所との連携により効率的な内部監査アウトソーシングサービスをご提供致しま
す。
✓ 内部統制／内部統制評価支援
海外関連会社の内部統制制度の構築や経営者評価実施の助言を行います。また、海外グループ法人
及び提携事務所との連携により内部統制の経営者評価のアウトソーシングサービスをご提供致しま
す。

✓ M&A に伴うサービス
米国対象会社の財務デューデリジェンス、税務デューデリジェンス及び企業価値評価等のサービス
をご提供致します。
✓ IFRS 導入支援
親会社における IFRS 導入計画をベースに米国子会社での導入をご支援致します。本社及び子会社を
同時にご支援させて頂くことにより効率的は IFRS 導入が可能となります。
✓ その他現地サービス
海外グループ法人及び提携事務所との協働で、海外関連会社での会計制度対応や税務コンプライア
ンス、各種アウトソーシングサービスに関し幅広いサービスをご提供致します。
 現地会計制度、税制等対応に関する助言・指導
 現地でのアウトソーシングサービス（経理、給与等）及び親会社へのレポーティングや連結
パッケージ作成の支援
 税務申告及び税務アドバイス
 法定監査及び親会社連結用の任意監査

海外事業支援サービスにおける HLS グローバルの強み
専門的なスキルと豊富な経験
✓ 海外グループ法人や提携先会計事務所及びネットワークで結ばれた専門家との緊密な連携により質の
高いサービスをご提供致します。
✓ 親会社の複数部門への助言サービスが可能です。
✓ 会社設立から事業の立ち上げ、設立後のビジネス展開や会計・税制等の対応までワンストップで対応が
可能です。
✓ 日・英バイリンガルの専門家によるチーム構成のためコミュニケーションが円滑で効率的に計画を遂行
致します。
多様な業種・業界、取引の経験とノウハウの蓄積
✓ 日系のグローバル企業を中心にサポート経験が豊富であり、企業が抱える問題を熟知しています。
✓ 計画段階から先を見越してあらゆるご相談が可能です。

HLS グローバルのネットワーク
海外グループ法人及び提携先のネットワークを活用することで、各国の要件に適合した会計・税務サ
ービスをご提供することが可能です。
✓ Hotta Liesenberg Saito LLP （米国）
✓ HLS Funakubo Gutierrez, S.C. （メキシコ）
✓ HLS-SJM Advisors India Private Limited （インド）
✓ その他対応国：ドイツ、ブラジル、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、他

お問い合わせ
株式会社 HLS グローバル / 税理士法人 HLS グローバル
〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 12-10 T&G 浜松町ビル６階
電話： 03-6435-6596 Ｆax： 03-6435-6598

英文財務諸表作成サービス
Translation Services
海外で株式上場や起債を行う場合、または海外投資家向けに財務情報を公表する場合に、英文財務諸
表の作成が必要になります。HLS グローバルでは、会計開示情報に特化したスペシャリストが、有価
証券報告書を基に英文アニュアルレポートの財務情報、英文目論見書に含まれる英文財務諸表の作成
から監査対応まで幅広くサポート致します。

主な英文財務諸表作成サービス
英文財務諸表の作成
✓ 英文財務諸表作成
有価証券報告書に基づき、海外投資家にとってより一般的な表示方法で英文財務諸表の作成を致し
ます。
✓ 日本基準・USGAAP・IFRS への対応
日本基準、USGAAP 又は IFRS に対応した英文財務諸表の作成を致します。
✓ 組替作業
海外での開示要件を満たすため、下記作業を実施致します。
・開示方法について科目・注記ごとの確認
・必要データの依頼・収集
・財務諸表上の科目の集約や組替え、注記用データの組替え
・ドル換算と端数処理
・各作業のワークシートの作成
監査対応
✓ 監査人への対応
日本及び米国での経験豊富な公認会計士、USCPA による会計監査人への日本語・英語による対応を
致します。
✓ 監査対応資料
弊社が作成する組替、換算作業のワークシートは監査人に提示する資料としてご利用いただくこと
が可能です。
その他翻訳業務
✓ 決算短信・四半期決算短信の英訳
✓ 海外投資先の英文財務諸表の和訳
✓ グループ会計方針・経理規定等の各種経理関連文書の英訳および和訳

英文財務諸表作成サービスにおける HLS グローバルの強み
専門的なスキルと豊富な経験
✓ 大手会計事務所で翻訳を専門としていたエキスパートであり、かつ会計士としての実務経験を積んだプ
ロフェッショナルならではの会計に特化したサービスをご提供致します。
✓ 最終成果物は、HLS グローバルグループ米国本社（ロサンゼルス）の会計監査部門における品質管理部
門責任者によるレビューを受けるため、品質の高いサービスをご提供することが可能です。
✓ 時間的な制約のある急なご依頼に対して、希望される納期に間に合うように最大限にサポート致しま
す。
多様な業種・業界、取引の経験とノウハウの蓄積
✓ 様々な業種・業界のサポート経験が豊富であり、多様な企業が抱える問題を熟知しています。
✓ 英文財務諸表作成に加え、監査対応などあらゆるご相談が可能です。

HLS グローバルのネットワーク
海外グループ法人及び提携先のネットワークを活用することで、各国の要件に適合した英文財務諸表
作成サービスをご提供することが可能です。
✓ Hotta Liesenberg Saito LLP （米国）
✓ HLS Funakubo Gutierrez, S.C. （メキシコ）
✓ HLS-SJM Advisors India Private Limited （インド）
✓ その他対応国：ドイツ、ブラジル、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、他

お問い合わせ
株式会社 HLS グローバル / 税理士法人 HLS グローバル
〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 12-10 T&G 浜松町ビル６階
電話： 03-6435-6596 Ｆax： 03-6435-6598

