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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

Asia Pacific Risk Outlook セミナー  

～アジアリスクの総括と今後の展望～  

 

配信期間：2022 年 4 月 13 日（水）～2022 年 4 月 27 日（水）17:00

（日本時間） 

 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

このたび、有限責任監査法人トーマツは、Asia Pacific Risk Outlook セミナー 

～アジアリスクの総括と今後の展望～を開催いたします。 

 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

な影響を与えています。企業はビジネスモデルやオペレーションを変革するた

めに、With COVID 下での「リスク」をいかに展望し、適応していくかが問わ

れています。そして、国際的に移動制限が続く今日においても、日系企業にと

って成長戦略の柱となるグローバル展開の重要性はさらに高まっています。今

回は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経営管理上のテー

マについて、日本本社から見えづらい現地リスクの実態や経営者が抱える課題

感をお伝えすべく、現地に駐在するデロイト トーマツ グループの日本人プロ

フェッショナルが講師を務めます。 

 本 Webinar では、「アジアリスクの総括と今後の展望」と題して、2021 年

末にデロイト トーマツ グループが日本とアジア地域のデロイト メンバーファ

ームと共同で実施した”Asia Pacific Risk Survey 2021“におけるサーベイ結果

に基づく今後のリスク展望を概観し、日本企業に求められる取り組みをご紹介

します。 

 With COVID を前提とする新たな変革が求められる中、デジタル活用やサス

テナビリティを踏まえたガバナンス強化のあり方、さらに昨今増大しているサ

プライチェーンや不正コンプライアンスを巡るリスク環境について解説しま

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。  



ご多用中とは存じますが、お繰り合わせのうえ、是非ともご参加賜りますよう

お願い申し上げます。  

 

Webinar の詳細情報＆お申し込みはこちら（無料・事前登録制） 

 

 

＜セミナー概要＞ 

配信期間 ：2022 年 4 月 13 日（水）～2022 年 4 月 27 日（水）17:00（日本

時間） 

＊本セミナーは”Asia Pacific Risk Survey 2021“の結果におけるアジア地区全

体の動向、地区特化の情報（東南アジア編、中国／台湾編）の 2 部構成となっ

ています。地区特化の情報に関しては、ご都合やご関心に合わせて、選択いた

だけます。 

 

対 象 ：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・人事・調達・海外事業管理・リスク管理部門・内部監査部門ご

担当責任者の方々 

※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 

 

配信方法：Webinar（J-Stream：ウェブブラウザからご覧いただくオンデマン

ド配信） 

※申込完了後にメールにて視聴方法および視聴用の URL をご案内します。 

 

申込締切：2022 年 4 月 13 日（水）～2022 年 4 月 27 日（水）12:00（日本時

間）  

      

講演内容： 

第 1 部：Risk Survey 2021 に基づくアジアリスク総括（25 分） 

タイ バンコク事務所 

シニアマネジャー 畠山 多聞 

 

【東南アジア編】第 2 部：シンガポール・インドネシア・タイを中心とした東

南アジア地域のリスク展望（30 分） 

シンガポール事務所 パートナー 大橋 正朋 

シンガポール事務所 シニアマネジャー 蓑和 秀夫 

タイ バンコク事務所 シニアマネジャー 畠山 多聞 

 

【中国／台湾編】第 3 部：中国／台湾におけるビジネスリスクに関するトレン

ドと考察（30 分） 

上海事務所 パートナー (中国統括) 高津 秀光 

上海事務所 マネジャー（中国:華東） 矢内 隆一 

台北事務所 マネジャー（台湾） 長坂 賢 

申込方法：お申し込みは以下 Web サイトよりお願いします。  

https://secure-web.cisco.com/1HkKrWE9324_MNJB7frt53-LAmOkUhFOi1n-KEHZj3mmhE4FsF-NRHauQ8PhCl9skeGe0XhhCLmbBTrss5UhkX4HLpUy9-08TjLrR0_HE4bYBGzQKlwNdJtvZMFq_OYIKAsphxG6xiinPUsqfO-NQbQr4AYAVXWnvqjN1o9VzAtbYZA98mBvf5bZRDGUkSl_xHDYmjBn7L_cgOGqBE4o6IGZWcorbF_IjQjCcXcB_4BM4jBzEE00STdftgfwwCWglLReM7meyvv21V7v7fgzrrExg6zNjkKBjQNHE-t9nIC4BSEWNJyRwHahwqas8I5sc/https%3A%2F%2Ftohmatsu.smartseminar.jp%2Fpublic%2Fseminar%2Fview%2F26747
https://secure-web.cisco.com/1HkKrWE9324_MNJB7frt53-LAmOkUhFOi1n-KEHZj3mmhE4FsF-NRHauQ8PhCl9skeGe0XhhCLmbBTrss5UhkX4HLpUy9-08TjLrR0_HE4bYBGzQKlwNdJtvZMFq_OYIKAsphxG6xiinPUsqfO-NQbQr4AYAVXWnvqjN1o9VzAtbYZA98mBvf5bZRDGUkSl_xHDYmjBn7L_cgOGqBE4o6IGZWcorbF_IjQjCcXcB_4BM4jBzEE00STdftgfwwCWglLReM7meyvv21V7v7fgzrrExg6zNjkKBjQNHE-t9nIC4BSEWNJyRwHahwqas8I5sc/https%3A%2F%2Ftohmatsu.smartseminar.jp%2Fpublic%2Fseminar%2Fview%2F26747


お申し込みはこちら  

 

•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  

Webinar お申し込みからご受講までの流れ  

その他、ご不明な点ございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問合せくだ

さい。   

ap_risk@tohmatsu.co.jp 

 

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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