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リスクアドバイザリー 

ポータルサイト・最新ニュースレターのご紹介 

-September 2021 - 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

今回は、アジアパシフィック地域の最新動向等を取り纏めた弊社リスクアドバイザリー

のポータルサイト及びその最新コンテンツをご案内させていただきます。 

ポータルサイトには、ニュースレターや各国のリスク情報、弊社サービス紹介などを掲

載されておりますので、ぜひご確認ください。 

特に、9 月は COVID 下において、最近特にご関心が高くなってきておりますデジタル

ツールを活用した経営管理の高度化や業務改善といったテーマでの Webinar なども企

予定しておりますので是非ご視聴下さい。  

ポータルサイト → リンク 

 

 

1. ニュースレター 

中国におけるデータ安全法の施行 【CN】ニュースレター(7 月) 

 

2. セミナー情報 

 

(a) 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～ 

主催：有限責任監査法人 トーマツ 

視聴可能期間：2021 年 8 月 25 日(水)～9 月 8 日（水）日本時間 

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。 

申し込みサイト：リンク 

 

(b) RPA 管理のポイント ～野良ロボット化の防止・内部統制の形骸化防止

に向けて～ 

開催日時：2021 年 8 月 26 日(木) 13:00～14:00（ジャカルタ・バンコ

ク時間）/ 14:00～15:00（シンガポール時間) / 15:00～16:00 (日本時

間) 

RPA の導入・運用時の管理強化のポイントを解説します。 

申し込みサイト：リンク 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-pacific.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/data_safety_law_in_china.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/events/list/2021/sea-business-management-of-new-normal.html
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_OaoglE0DRRCPIbDsVRPiEA


 

(c) デジタルツールを用いた業務改善 

開催日時：2021 年 9 月 8 日(水) 13:00～14:00（ジャカルタ・バンコク

時間）/ 14:00～15:00（シンガポール時間) / 15:00～16:00 (日本時間) 

業務改善のポイント・プロセスマイニング・タスクマイニングツールを

用いた業務改善の取り組み事例の紹介を紹介します。 

申し込みサイト：リンク 

 

(d) デジタルツールを用いた経営管理の高度化 

開催日時：2021 年 9 月 24 日(水) 13:00～14:00（ジャカルタ・バンコ

ク時間）/ 14:00～15:00（シンガポール時間) / 15:00～16:00 (日本時

間) 

経営管理の強化・高度化に向けたポイント、ツール・取り組み事例につ

いて紹介します。 

申し込みサイト：リンク 

 

過去のセミナー情報はこちら→リンク 

 

3. <先月のアクセスランキング> 

1 位：台湾・コロナ対策事例から学ぶデジタル技術の活用 リンク 

2 位：SEA 地域統括機能に関する考察 リンク 

3 位：アジアにおけるサイバーセキュリティサービスのご紹介 リンク 

 

 

その他、ポータルサイトのコンテンツに限らず、何かお役に立てる事項がありました

ら、いつでもお気軽にお申し付けいただけますと幸いです。 

 

 

連絡先 

上記またはその他の詳細については、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） 
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+65 6800 2515 

yoyanagisawa@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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