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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

Asia Pacific サイバーセキュリティセミナー 

急激に高まるサイバー攻撃の脅威に備える 

開催日時：2022 年 4 月 20 日（水）15:00～16:00（日本時間） 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は企業を取り巻く事業環境に多大な

影響を与えており、リモート化、デジタル化の流れを受けてサイバーセキュリ

ティに関するリスクが高まっています。加えて、地政学的な影響からもサイバ

ー攻撃の脅威が急激に高まっており、企業の競争優位の源泉である機密情報や

事業継続性を担保する仕組みの再点検や強化が求められています。 

 

本 Webinar では、「急激に高まるサイバー攻撃の脅威に備える」と題して、

多くの日本企業が戦略市場と位置づけるアジア地域でのケーススタディを交え

ながら、サイバーセキュリティに関するインシデントの実情や今後の備えにつ

いてデロイト トーマツ グループのプロフェッショナルが解説します。 

 

アジア地域で持続的な成長に注力されている日系企業の本社、グループ会社双

方の皆様にとってお役に立つ情報となりますのでこの機会にぜひご視聴くださ

い。 

 

＜セミナー概要＞ 

日 時 ：2022 年 4 月 20 日（水）15:00～16:00（日本時間） 

対 象 ：日本本社及び海外グループ会社における取締役・執行役員様、情報

システム・情報セキュリティ、 

     生産管理、経営企画、調達、海外事業管理、リスク管理等の各部

門、並びに内部監査部門のご担当責任者様向け 

     ※同業他社および個人の方のお申し込みはお断りさせていただく場

合がございます。 

主 催 ：有限責任監査法人トーマツ 

受講料 ：無料 



定 員 ：500 名 

開催形式：Webinar（Zoom を使用したオンラインセミナー） 

（お申し込みいただいた方には、開催日の 1 営業日前までに視聴方

法をご案内いたします） 

申込締切：4 月 18 日（月）17:00 

※申込多数により受付を終了する場合がございます。お早目にお申

し込み下さい。 

 

講演内容： 

 第 1 部「昨今のサイバーインシデントの実情」 

  井上 健一 

  デロイト トーマツ サイバー合同会社 

  マネージングディレクター 

 

 第 2 部「環境変化を踏まえたサイバーセキュリティ対応」 

  相馬 敦史 

  デロイト トーマツ サイバー合同会社 

  ディレクター 

 

 第 3 部「Case Study 1 - 東南アジアの自動車業界」 

  赤尾 聡 

  有限責任監査法人トーマツ 

  リスクアドバイザリー事業本部 

  パートナー 

 

 第 4 部「Case Study 2 - 台湾の半導体業界」 

  長坂 賢 

  Deloitte Taiwan  

  マネジャー 

 

※講演テーマ・スピーカーは変更となる場合がございます。予めご了承くださ

い。 

 

▼Webinar の詳細情報＆参加登録はこちら（無料・事前登録制）▼ 

お申し込み URL：

https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/26582 

 

＊お申し込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。 

＊お申し込みは株式会社シャノンのサービスを利用しています。SSL 暗号化通

信により、ご回答いただく内容の保護を図っております。 

＊過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた

方、または現在当グループのメールマガジンを購読いただいている方は、ご設

定済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

 

■ Webinar に関するよくあるご質問と回答はこちらをご覧ください 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/seminars/faq.html 

 

■ Webinar お申し込みからご受講までの流れ 

https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/26582
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/seminars/faq.html


https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/get-connected/seminars/webinar-

flow.html 

 

本オンラインセミナーに関するお問い合わせ  

申込ページにアクセスできない場合、またはご不明な点がございましたら、下

記のメールアドレスまでご連絡ください。  

担当：有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 

E-mail：ra-seminar@tohmatsu.co.jp 

（※メールアドレスが変更となりました） 

（受付時間：平日 10:00～11:45、12:45～17:00） 

 

 

配信停止について  

本メールは、デロイト トーマツ グループのセミナーやホームページ等を通じ、情報配

信のご承諾を頂いた方にお届けしております。  

•メールマガジン配信変更 

•個人情報の変更 

•メールマガジンを含む当グループからの情報配信停止 

お問い合わせ：有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 

ra-seminar@tohmatsu.co.jp 

 ※お客様のご利用の環境（セキュリティ）により、文中のリンクが開けない場合など

がございます。 

 

デロイト トーマツでは、お客様の Web サイトアクセスログとお客様情報を関連付けた

情報を基に、当社サイトの閲覧履歴情報などを収集し、サービス向上のために利用して

おります。本機能はブラウザ Cookie の非有効化により解除いただくことが可能です. 

 

その他 

その他ご質問／ご相談につきましては、以下に記載されている連絡先またはシンガポー

ルの Japanese Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

柳澤 良文(Yoshifumi Yanagisawa) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2515 

yoyanagisawa@deloitte.com 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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