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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

ニューノーマル時代の「東南アジア地域での経営管理の論点」 

第 4 回：地政学リスクの変化によるサプライチェーンの見直し 

配信期間：2021 年 8 月 25 日（水）11:00～9 月 8 日（水）23:59（日本

時間） 

※申込受付は 9 月 8 日（水）17:00 まで 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

今回は、Webinar シリーズとしまして、ニューノーマル時代の「東南アジア地域での

経営管理の論点」第 4 回：地政学リスクの変化によるサプライチェーンの見直しをご

案内させていただきます。 

 

＜セミナー概要＞ 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は企業を取り巻く経営環境に多大な影響を与

えています。企業には、ビジネスモデルやオペレーションを変革しコロナ後の「ニュー

ノーマル」に対して、いかに適応していくかが問われています。日系企業にとって、成

長戦略の大きな軸である海外事業展開の重要性は増しています。  

本 Webinar シリーズでは、海外市場として重要性の高い「東南アジア地域」での経営

管理の強化・高度化に向けた様々な論点について、現地に駐在するデロイト トーマツ 

グループのプロフェッショナルが講師となり、解説します。  

第 4 回は、「地政学リスクの変化によるサプライチェーンの見直し」と題して、テク

ノロジーの進化や世界経済のパワーバランスの変化、ESG や SDGs への関心の高まり

などを受けて、企業が直面する新しいリスクについて取り上げます。 

COVID-19 感染拡大だけでなく、世界経済の覇権争いの激化、また中国のアセアン地域

への影響力の拡大など地政学リスクが変化しています。地政学リスクは企業活動に大き

な影響を与えるため、その対応は自社だけでなく、取引先を含むサプライチェーン全体

での取り組みが必要となります。 

アセアン地域のリスク環境を説明した上で、取引先管理の見直しの進め方、サプライチ

ェーンにおけるリスクの把握・管理強化のポイントについてご紹介します。 

2 週間限定のオンデマンド配信となりますので、この機会にぜひお申込ください。 

 

 

 

 



<開催概要> 

《申込期間》2021 年 8 月 25 日（水）11:00～9 月 8 日（水）17:00（日本時

間） 

《視聴期間》2021 年 8 月 25 日（水）11:00～9 月 8 日（水）23:59（日本時

間） 

《対 象》取締役、経営企画・経理・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様向け 

     ※同業他社や個人の方のお申込はお断りする場合がございますの

で、あらかじめご了承ください。 

《開催形式》Webinar（J ストリームを使用したオンラインセミナー） 

      ※申込完了後にメールにて受講方法および視聴用の URL をご案

内します。 

《受講料》 無料 

 

《講演内容》 

〇在東南アジア日系企業を取り巻くリスク環境 (25 分) 

東南アジア地域でのトレンドである「テクノロジーの進化」・「地政学リスク

の増大」・「ESG・SDGs への関心の高まり」について、最新動向と認識すべ

きリスクについて紹介します。  

 

講師: デロイト トーマツ グループ シンガポール・インドネシア事務所 リス

クアドバイザリー 

Associate Director 蓑和 秀夫 

 

〇サプライチェーンに関する「新しいリスク」への対応 (20 分) 

取引先管理強化、サプライチェーンの見直しなど「新しいリスク」への対応方

法について、取り組み事例や取り組みを進める上でのポイントについて解説し

ます。  

 

講師: デロイト トーマツ グループ リスクアドバイザリー 

シニアマネジャー 角屋敷 輔（有限責任監査法人トーマツ） 

シリーズ詳細・お申込みはこちら  
 

＊お申し込みは上記 Web サイトより各回ごとにお願いします。 

＊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。 

 

―――――――――――――――――――― 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/events/list/2021/sea-business-management-of-new-normal.html


 

Webinar シリーズ 

ニューノーマル時代の「東南アジア地域での経営管理の論点」  

【第 1 回】リモートガバナンス強化に向けた内部監査のあり方 

→終了しました 

【第 2 回】東南アジア子会社でのデジタル推進のポイント 

→終了しました 

【第 3 回】 ニューノーマル時代の地域統括会社の役割 

→終了しました 

【第 4 回】地政学リスクの変化によるサプライチェーンの見直し 

→配信・申込受付中 

【第 5 回】 デジタル時代のコーポレート業務改革 

→9 月下旬受付開始予定 

【第 6 回】 合弁会社ガバナンスの再考 

→10 月下旬受付開始予定 

【第 7 回】 サステナビリティ・リスク  

→11 月中旬受付開始予定 

シリーズ詳細・お申込みはこちら  

 

＊お申し込みは上記 Web サイトより各回ごとにお願いします。 

 

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） 

TEL：03-6213-1515 

（受付時間：平日 10:00～11:45、12:45～17:00） 

 

 

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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