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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

「コンプライアンス・トレーニング」のご紹介セミナー (デモ実施) 

2021 年 11 月 29 日（月） 

13:00～14:00(バンコク/ジャカルタ時間)  

14:00～15:00(シンガポール時間)  

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。  

今回は、リモート環境下において、昨今改めて関心が高まってきております

「コンプライアンス・トレーニング」につきご案内させていただきます。 

 

＜セミナー概要＞ 

リモートワークの導入やコロナによるオペレーションの見直しに伴い、従業員

の意識変革・コンプライアンスに対する理解向上の必要性を感じている企業が

多いのではないでしょうか。 

弊社にもコンプライアンスの確保に向けた取り組みについて、お問い合わせい

ただくことも増えております。 

そこで、弊社のコンプライアンス強化に向けたサービスをご紹介させていただ

くウェビナーを開催することにいたしました。 

「コンプライアンス・トレーニング」や「従業員意識調査」サービスの内容、

ご利用までの流れなどを紹介するオンラインセミナーです。 

コンプライアンスの取り組みを検討中の方向けのセミナーです。お気軽にご参

加ください 

 

<セミナー内容> 

・コンプライアンスの取り組みの必要性及びコンプライアンス強化のポイント 

・「コンプライアンス・トレーニング」のご紹介(デモ実施含む) 

・ご利用までの流れ 

 

 

 



 

<詳細> 

日程 2021 年 11 月 29 日（月） 

13:00～14:00(バンコク/ジャカルタ時間)  

14:00～15:00(シンガポール時間)  

15:00～16:00 (日本時間) 

申込方法 セミナー登録用 URL より、ご登録をお願いいたします。   

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_Z1rN5iGnQ

qePyyifbGXmwA 

言語 日本語 

実施方法  ウェビナー形式 

参加費用 無料 

備考 •日本や他海外拠点の方も参加いただくことも可能ですの

で、ぜひご転送ください。 

•同業他社、および個人の方のご参加は、ご遠慮いただいて

おります。 

 

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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