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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 

-July 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、7 月は 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 2 回 : 東南アジア子会社でのデジタル推進のポイントや、昨

今アジアパシフィック地域においても関心が高まりつつある工場サイバーセキュリティ

に関するニュースレターなどもご準備しております。  

ポータルサイト → リンク 

 

 

1. ニュースレター 

工場サイバーセキュリティ強化に向けた取り組み事例～OT（オペレーショナ

ルテクノロジー）環境のセキュリティプログラムの確立～ 【AP】ニュースレ

ター(6 月) 

アジアに進出した自動車産業を取り巻くリスクの変化 【SEA】ニュースレタ

ー(6 月) 

 

2. ＜最新コンテンツ＞サービス・ナレッジ紹介 New 

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 

台湾におけるサイバーインシデント対応に関する主要論点 リンク 

 

3. セミナー情報 

(a) ウェビナーシリーズ：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 2 回 : 東南アジア子会社でのデジタル推進のポイン

ト 

主催：有限責任監査法人 トーマツ 

視聴可能期間：2021 年 6 月 23 日(水)～7 月 7 日（水） 

申し込みサイト：リンク 

 

(b) Webinar シリーズ：デジタルセミナー – 第 3 回 : ERP システムのグロー

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-pacific.html
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バル展開に向けた備え ～導入に向けた注意点と対応策～ 

開催日時：2021 年 7 月 16 日（金）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) 

申し込みサイト：リンク 

 

(c) インドネシア・ビジネスリスクセミナー：日系企業を取り巻くリスク環

境解説・リスクマネジメントの基本的な考え方や日系企業での取り組み

事例 

開催日時： 2021 年 7 月 13 日（火）13:00～14:00（バンコク/ジャカル

タ/ハノイ時間）/ 15:00～16:00 (日本時間) 

申し込みサイト： リンク 

 

4. <先月のアクセスランキング> 

1 位：内部統制：アジアにおける不正防止体制の整備 リンク 

2 位：中国地域統括機能に関する考察 リンク 

3 位：東南アジア地域におけるコロナ禍でのデジタル活用の実態 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
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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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