
 

 

 

 

 

Personal Data Protection Policy 

 

 

Skadden Arps Foreign Law Office and Skadden Arps Law Office have adopted this Personal 

Data Protection Policy to ensure the firm's compliance with the Law Concerning Protection of 

Personal Information (Law No. 57 of 2003) ("POPI") in Japan. 

 

1. Collection and Use of Personal Information 

 

During the normal course of our business, we may collect various data concerning individual 

persons, including name, address, telephone number, gender, date of birth, employment and  

e-mail address ("Personal Data"). Such data may be shared among our offices and affiliated 

firms worldwide to the extent necessary for the below-described purposes. However, all such 

data will be kept confidential within the firm and such affiliates in accordance with our firm's 

privacy policy, will not be disclosed to any third party without the individual's prior consent 

(unless required by relevant laws or regulations or otherwise permitted under POPI) and may 

only be used for such purposes as such individual may reasonably expect at the time of our 

receipt of such information including, without limitation, providing legal services and 

transmitting invoices, newsletters and other communications to our clients. 

 

2. Control of Personal Data 

 

We will update all Personal Data in our possession to the extent practicably possible and will 

respond in accordance with POPI to requests from relevant individuals to amend, correct, or 

delete, etc. such information. Our administrative staff are aware of this confidentiality 

obligation and are obligated to handle all Personal Data in a professional manner. 

 

3. Compliance with POPI 

 

The firms is committed to observing all the requirements of, and complying fully with, POPI 

in all respects. 

 

If you have any questions regarding this policy, please feel free to contact our Office Manager, 

Yurika Ishikubo, at yurika.ishikubo@skadden.com (either in English or Japanese). 
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個人情報保護方針 

 

 

 

スキャデン・アープス外国法事務弁護士事務所並びにスキャデン・アープス法律事

務所（以下、併せて［当事務所］といいます。）は、個人情報の保護に関する法律

（平成 15年法律第 57号。以下、［個人情報保護法］といいます。）の遵守を確保

するため、ここに、当事務所の個人情報保護に関する方針を掲載いたします。 

 

１．個人情報の取得及び使用 

 

当事務所は、業務遂行にあたり、個人を特定できる情報（氏名、住所、電話番号、

性別、生年月日、役職、メールアドレスなどを含む。以下、「個人情報」といいま

す。）を入手することがあります。このような情報は、下記の使用目的のため必要

な範囲で世界各国の当事務所オフィス並びに提携事務所間で共有することがありま

すが、当事務所の秘密保持指針に従い厳重に秘密に管理され、法令による場合その

他個人情報保護法により許される場合を除き、当該個人の事前の同意なく第三者に

開示されることはありません。当事務所による個人情報の使用目的は、入手時に合

理的に予測できる目的（当事務所としての法律事務の提供、報酬の請求、ニュース

レター等の送付など）とし、他の目的のために使用されることはありません。 

 

２．個人情報の管理 

 

当事務所は、保有する個人情報を最新に保つよう努力し、修正等のご依頼があれば

いつでも個人情報保護法に従い対処いたします。当事務所管理者は、秘密保持義務

をよく理解し、プロフェッショナルにふさわしい方法で適切に個人情報を管理いた

します。 

 

３．個人情報保護法の遵守 

 

当事務所は、あらゆる点で個人情報保護法を遵守し、これに沿って行動する所存で

す。 

 

上記につきご質問のある方は、当事務所オフィス・マネージャー、石窪ゆりかまで

メール（yurika.ishikubo@skadden.com）にてお問い合わせください。 
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