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We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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弊社について
古代ローマの格言には、「定義が明確な規則は解釈を
必要とせず (clara non sunt interpretanda)」というのが
あります。残念なことに、様々な法規制に縛られた現
代の経済は、この簡潔で一 貫性のある古典思想から
はかけ離れています。
KPMG D. Dobkowski 法律事務所は、もう20年近く経
済のあらゆる分野における取引サービスをポーランド
及び外国の主要投資家に提供しております。弊社のチ
ームは、主に法律顧問や弁護士などの資格を持つ40人
以上の法律専門家で構成されております。

ジネス背景を十分に理解し、問題解決に実践的に取り
組むことにより、お客様への最高品質のサービス提供
を保証いたします。
複雑で不明瞭な法規制にわかりやすく明確な解釈を提
供することにより、多くのお客様に好評いただいてお
ります。
弊社の法律コンサルティングは、ワルシャワ、ポズナ
ン、クラクフ、ヴロツワフ、ウッジの事務所にてご利
用いただけます。

学際的な専門知識を持つ専門家が、プロジェクトのビ

サービスのご案内
特に次の分野における法律コンサルティングサービ
スを提供しております。
• 会社法 / 企業向けサービス
• 不動産・建設法
• 金融・銀行
• ビジネスにおける契約 / 契約法
• 競争保護・公的支援
• 合併・買収
• 資本市場
• 訴訟・仲裁手続き・リスク管理
• 知的財産権・工業所有権
• 破産更生手続き
• 地質•鉱業法 / シェールガス
• 通信 / 新技術 / IT
• 火力発電・原子力発電
• 労働法
• EU法
• 公共調達
• 環境保護

金融、会計及び税務分野において専門家の助言が必
要な場合は、KPMG のアドバイザーと密接に協力し
ております。
弊社法律事務所は、現代経済の経済メカニズムに関
する深い知識などに基づき、お客様と長期的な協力
関係を 築くことを目的としております。この目的を
達成するため、次の分野に おいて専門的で実践的な
知識を持つ厳選されたコンサルタントチームがサー
ビスを提供するシステムを、KPMG のアドバイザー
と共同で編成しております。
• 金融サービス
• 建設・不動産
• 自動車
• 消費財市場
• 消費財市場
• 化学 / 製薬部門
• エネルギー・天然資源
• 行政、インフラ、ヘルスケア
• 情報技術、メディア、テレコミュニケーション
• 輸送、海運、物流
• 市場の研究分析

• 保健・薬事法
• 法人 / 役員の刑事責任
• 法医学手続き支援 / 危機対応
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外国人のお客様のニーズに応え、お客様の母国語で
対 応可能な国際チームを用意しております。
• フランスデスク

放送倫理の原則及び米国証券取引委員会 (US SEC)の
規制要件を日々の活動に適用することにより、最高
品質の職業及び倫理基準の提供を保証いたします。

• ドイツデスク
• スペインデスク
• ロシアデスク
• イタリアデスク
• 中国デスク
• グローバル日本プラクティス

その他の業務
弊社のお客様には、KPMG の専門家チームによる分
析とレポートを提供いたします。これらの刊行物に
は、ポーラン ドでの事業における根本的な問題につ
いての記述が掲載されております。弊社はまた、法
改正にあたってのコメント等お客様にとって重要と
思われる問題に関する情報が記載された「リーガル
ニュースレター」などの定期的な提供も行っており
ます。

専門家として講義を行っております。 弊社は、企業
活動に関連する複雑な法的問題をテーマとしたワー
クショップや 研修を開催しております。また、非営
利団体やプロボノ活動のプロジェクトにも長年 積
極的に参加しております。

弊社事務所の専門家は、法律分野において企業活動
に重要な影響を及ぼす可能性のある様々な傾向や変
更について随時メディアにコメントを出しておりま
す。また、国内外の様々な会議やセミナーにも
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