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リスクアドバイザリー 

Webinar のご案内 

東南アジア地域における「デジタルとヒトのベストミックス」 

 

2022 年 6 月 8 日（水） 

13:00～14:00（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。  

本 Webinar では、東南アジア地域において、業務プロセスの改善に向けて

RPA の導入を行うなど、デジタル技術の活用に向けた取り組みを進めている

企業が増えてきています。 

ヒト中心の業務設計をしてきた企業では、「業務のバラつきが大きく適用可能

な領域が限定的だった」・「思ったような効果が出なかった」など業務プロセ

ス・オペレーションにおけるデジタルの導入・活用のメリットを享受できてい

ないと感じるケースも少なくありません。 

本セミナーでは、もともと東南アジア地域の日系企業が抱えている「不正やミ

スの発生」・「ガバナンスの不全」・「効率性の悪さ」などの課題を踏まえ、 

「ヒト」と「デジタル」をどのように組み合わせていく業務設計していくべき

なのか、デジタルを活用しながらどのようにガバナンス・モニタリングを効か

せていくべきなのかについて、事例を交えながら解説します。 

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。 

 

＜セミナー概要＞ 

日程：2022 年 6 月 8 日（水）13:00～14:00（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) 

講師：大橋 正朋・蓑和 秀夫 (Deloitte) 

開催形式：Webinar 形式（Zoom） 

言語：日本語 



参加費用：無料 

 

※講演テーマ・スピーカーは変更となる場合がございます。予めご了承くださ

い。 

 

申込方法： 

以下のリンクからご登録をお願いいたします。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_KPRXC-HWQ-

yk9ixrMMco8g 

お申込み登録後に参加案内メールを送信しております。登録後に当メールを受

信いただけない場合や、申し込みフォームに関してご不明点などございました

ら、蓑和秀夫 hidminowa@deloitte.com 宛にメールでご連絡ください。 

• 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。 

• ご都合が合わない場合や Zoom 利用が禁止されている場合には、個別

説明のオンラインミーティングや資料提供をさせていただきますの

で、お気軽にお申し付けください。 

 

配信停止について  

本メールは、デロイト トーマツ グループのセミナーやホームページ等を通じ、情報配

信のご承諾を頂いた方にお届けしております。  

•メールマガジン配信変更 

•個人情報の変更 

•メールマガジンを含む当グループからの情報配信停止 

お問い合わせ：有限責任監査法人トーマツ セミナー事務局 

ra-seminar@tohmatsu.co.jp 

 ※お客様のご利用の環境（セキュリティ）により、文中のリンクが開けない場合など

がございます。 

 

デロイト トーマツでは、お客様の Web サイトアクセスログとお客様情報を関連付けた

情報を基に、当社サイトの閲覧履歴情報などを収集し、サービス向上のために利用して

おります。本機能はブラウザ Cookie の非有効化により解除いただくことが可能です. 

 

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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