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弁護⼠等
河合優⼦

Yuko Kawai

パートナー
東京

マイリストに追加

English

中⽂(簡体)

中⽂(繁体)

Language:

⽇本語 英語

主な業務分野

M&A/企業組織再編

略歴PDF

ジョイント・ベンチャー

スタートアップ・プラクティス (ベンチャー⽀援)
コーポレートガバナンス

株主総会

営業秘密保護/不正競争防⽌
ITシステム/クラウド
国際取引全般

個⼈情報・プライバシー/ビッグデータ

WTO/経済連携協定(TPP、EPA、FTA)

インターネット関連/サイバー法

バイオテクノロジー

クロスボーダーM&A

その他⼀般企業法務

医療/ヘルスケア

Society5.0/スマートシティ/MaaS/IoT

デジタルプラットフォーム/シェアリングエコノミー/サブスクリプション
イノベーション/オートメーション/ブロックチェーン/電⼦契約
DXガバナンス/事業ポートフォリオマネジメント/規制サンドボックス
EU/EU加盟国

資格/登録

アメリカ

第⼀東京弁護⼠会(2006年登録)
ニューヨーク州(2014年登録)

概要

主な案件実績

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

M&A、ジョイント・ベンチャー、データ関連法制(個⼈情報保護法を含む)、電⼦商取引、その他企業法務全般について、クロスボーダー案件を中⼼に
数多くの案件を担当しております。

トピックス
2020年12⽉

データ保護法：2020年の振り返りと2021年の要対応ポイント(2020年12⽉23⽇号)
ニューズレター

2020年12⽉

カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)の概要と施⾏までの実務対応
セミナー

2020年11⽉

カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)の概要(2020年11⽉20⽇号)
ニューズレター
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学歴
2000年

慶應義塾⼤学法学部(LL.B.)

2013年

Columbia Law School (LL.M.)

経歴
2013年 - 2014年

ヤフー株式会社

2017年 - 2019年

特定⾮営利活動法⼈個⼈遺伝情報取扱協議会

2019年 -

⼀般社団法⼈遺伝情報取扱協会

2020年 -

国⼟交通省 公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会

概要

出向
監事

監事

主な案件実績

委員

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

主な案件実績
個別にお問い合わせください。

概要

主な案件実績

データ保護法：2020年の振り返り

カリフォルニア州プライバシー権

カリフォルニア州プライバシー権

と2021年の要対応ポイント(2020

法(CPRA)の概要と施⾏までの実務

法(CPRA)の概要(2020年11⽉20⽇

年12⽉23⽇号)

対応

号)

N&Aニューズレター

セミナー

N&Aニューズレター

2020年12⽉23⽇

2020年12⽉07⽇

2020年11⽉20⽇

ブロックチェーンと個⼈情報保護

ブラジル個⼈情報保護法(LGPD)の

個⼈情報保護法制⼤全

法(2020年10⽉27⽇号)

施⾏(2020年9⽉30⽇号)

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

書籍
2020年09⽉

2020年10⽉27⽇

2020年09⽉30⽇

個⼈データの漏えい事案における

2020年 個⼈情報保護

名刺交換により取得した個⼈情報

実務対応(2020年8⽉27⽇号)

法改正と実務対応

の取扱いと、個⼈情報保護法につ

N&Aニューズレター
2020年08⽉27⽇

いてのガイドライン(通則編)の改正

書籍

案について(2020年7⽉16⽇号)

2020年08⽉

N&Aニューズレター
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2020年07⽉16⽇

個⼈情報保護法 2020年改正と実

個⼈情報保護法 2020年改正と実

個⼈情報保護法 2020年改正と実

務対応のポイント(4) データ利活⽤

務対応のポイント(5・完) 域外適⽤

務対応のポイント(3) 適正利⽤及び

に関する施策の在り⽅に関する改

及びデータの越境移転に関する改

公表事項の充実に関する改正

正

正

論⽂

論⽂

論⽂

2020年07⽉

2020年07⽉

2020年07⽉

個⼈情報保護法 2020年改正と実

個⼈情報保護法改正法案 国会審議

個⼈情報保護法 2020年改正と実

務対応のポイント(2) 漏えい等報告

における質疑のポイント(2020年6

務対応のポイント(1) 個⼈の権利の

及び本⼈通知に関する改正

⽉26⽇号)

在り⽅に関する改正

論⽂

N&Aニューズレター

論⽂

2020年06⽉

2020年06⽉26⽇

2020年06⽉

接触確認アプリを巡る動向及び個

個⼈情報保護法2020年改正法案、

いますぐわかるCCPA

⼈情報保護委員会の考え⽅(2020

CCPA(3⽉公表の規則案を含む)、

の実務対応

年5⽉28⽇号)

M&AとデータプライバシーDDの解

N&Aニューズレター
2020年05⽉28⽇

説

書籍
2020年04⽉

セミナー
2020年05⽉20⽇

新型コロナウィルス感染症の感染
拡⼤防⽌措置を講じる際の個⼈情
報保護法上の留意点(2020年4⽉8

個⼈情報保護法 改正法案の概要

個⼈情報保護・データ保護規制
ニューズレター2020年3⽉24⽇号

論⽂

N&Aニューズレター

2020年04⽉

⽇号)

2020年03⽉24⽇

N&Aニューズレター
2020年04⽉08⽇

個⼈情報保護・データ保護規制
ニューズレター2020年2⽉27⽇号
N&Aニューズレター

M&Aと個⼈情報保護

個⼈情報保護・データ保護規制
ニューズレター2020年2⽉14⽇特

セミナー

別号

2020年02⽉18⽇

N&Aニューズレター

2020年02⽉27⽇

2020年02⽉14⽇

個⼈情報保護・データ保護規制

2020年1⽉施⾏ CCPAの概要と⽇

ニューズレター2020年1⽉31⽇号

本企業への影響

N&Aニューズレター

Web解説TPP協定
論⽂

論⽂

2019年12⽉

2020年01⽉31⽇

2020年01⽉

個⼈情報保護・データ保護規制

M&Aにおけるデータプライバ

個⼈情報保護・データ保護規制

ニューズレター2019年12⽉27⽇

シー・デュー・ディリジェンスの

ニューズレター2019年11⽉29⽇

号

重要性

号

N&Aニューズレター

論⽂

N&Aニューズレター
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2019年12⽉27⽇

2019年12⽉

2019年11⽉29⽇

個⼈情報保護・データ保護規制

来年1⽉に施⾏が迫るCCPAへの実

個⼈情報保護・データ保護規制

ニューズレター2019年10⽉21⽇

務対応と、各国の個⼈情報保護法

ニューズレター2019年9⽉27⽇号

号

制の最新動向

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

セミナー

2019年09⽉27⽇

2019年10⽉21⽇

2019年10⽉10⽇

個⼈情報保護・データ保護規制

個⼈情報保護・データ保護規制

M&A法⼤全(上)(下)[全

ニューズレター2019年8⽉26⽇号

ニューズレター2019年7⽉24⽇号

訂版]

N&Aニューズレター

N&Aニューズレター

書籍

2019年08⽉26⽇

2019年07⽉24⽇

2019年01⽉

EEA域内から⽇本への個⼈データ

EEA域内から⼗分性認定により移

個⼈遺伝情報に関する法的諸問題

の移転のための⼗分性認定のドラ

転を受けた個⼈データの取扱いに

フトの公表(2018年9⽉号)

関する補完的ルールの公表と、⽇

N&Aニューズレター
2018年09⽉12⽇

セミナー
2018年05⽉31⽇

本企業の実務対応について(2018
年8⽉号)
N&Aニューズレター
2018年08⽉30⽇

GDPR対応と⽇本のデータ越境移

まとめブログの記事掲載と名誉毀

個⼈情報保護法制と実

転規制対応の実務(2018年2⽉号)

損

務対応

N&Aニューズレター

論⽂

書籍

2018年02⽉27⽇

2018年02⽉

2017年12⽉

国境をまたぐデータ移転と企業に

会社法実務相談

連載: TPPと政府・企業法務［第9

おける実務対応
セミナー

回］

書籍

論⽂

2016年11⽉

2017年06⽉05⽇

電⼦商取引
論⽂
2016年08⽉12⽇

電⼦商取引

2016年08⽉

FinTechビジネスと法

Corporate Counselor No.20

25講

Handling Personal Information in
Japanese M&A Transactions (英)

書籍

論⽂

2016年07⽉

2015年09⽉

保護と利活⽤のポイント 何ができ

［個⼈情報保護法改正］個⼈情報

パーソナルデータの利活⽤に関す

るか、何をすべきか

保護とパーソナルデータの利活⽤

る最近の実務的な問題について

論⽂
2015年06⽉20⽇

促進との両⽴

論⽂

論⽂

2014年07⽉

2015年04⽉21⽇
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東⽇本⼤震災と定時株主総会対応
(⻄村あさひのリーガル・アウト
ルック

第44回)

論⽂
2011年05⽉18⽇

概要

主な案件実績

論⽂/セミナー等

受賞/ニュース

第13回『M&Aフォーラム賞』奨励

パートナーおよび外国法パート

河合優⼦弁護⼠が特定⾮営利活動

賞(RECOF奨励賞)

ナー就任のお知らせ

法⼈個⼈遺伝情報取扱協議会の監

受賞

事に就任

就任

2019年09⽉

就任

2019年01⽉04⽇

2017年06⽉02⽇

弁護⼠等
ニュース

パートナー/ニューヨーク事務所パートナー/法⼈社員 オブカウンセル カウンセル/法⼈カウンセル

アクセス

アソシエイト/法⼈アソシエイト 海外事務所代表 フォーリンアトーニー/法⼈フォーリンアトーニー

お問い合わせ

アライアンス事務所ダイレクター/アライアンス事務所アソシエイト 提携事務所パートナー/提携事務所アソシエイト

採⽤情報

税理⼠ 弁理⼠ アドバイザー

N&A Alumni

業務分野

サイトマップ
利⽤規定

論⽂/セミナー等
セミナー ニューズレター 論⽂ 書籍

免責事項
法的通知

事務所概要
個⼈情報保護⽅針

沿⾰ 受賞 ⻄村⾼等法務研究所
欧州各国のデータ主体向けプ
ライバシーポリシー
クッキー (Cookie) ポリシー
情報セキュリティ基本⽅針
利益相反案件の取扱について

国内/海外拠点
東京 名古屋 ⼤阪 福岡 バンコク 北京 上海 ドバイ フランクフルト / デュッセルドルフ ハノイ ホーチミン
ジャカルタ*1 ニューヨーク シンガポール 台北 ヤンゴン Okada Law Firm(⾹港)*2
*1

当事務所の「個⼈番号⼜は法

提携事務所

*2

関連事務所

*外国法共同事業を営むものではありません。
⼈番号」について
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