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デロイトタイのご紹介

80年以上の歴史を有するデロイトタイは1,500名の専門家を擁し、日系企業約690社に対

し各種業務を提供しています

● Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.（デロイトトウシュ トーマツチャイヨット）は、タイで最大級のプロフェッショナル集団

であり、各専門家により、監査、税務、コンサルティング、フィナンシャルアドバイザリーサービス等を提供しています。国内に約
1,500名の専門家（公認会計士、コンサルタントなど）を擁しています。

● 全世界約150ヵ国、約312,000名からなるプロフェッショナルファームの国際的ネットワークである、Deloitte （デロイトトウシュ

トーマツリミテッド（DTTL）およびそのメンバーファーム）のメンバーとして世界水準の高品質なプロフェッショナルサービスの提供

をしています。

● また会計・税務のみならず、業界の知見と経験により、コンサルティング部門の担当者が経理課題や経営課題等に他社事

例やソリューション等を適宜ミーティングにて提供いたします。

➢ 法人名称：Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

➢ Managing Partner (CEO)：Subhasakdi Krishnamra

➢ クライアント数：約1,200社（日系企業約690社）
➢ プロフェッショナル：約1,500名
➢ 沿革：1939年 Phya Jaiyos SompatiによりJaiyos & Co.,が設立される

1978年 Deloitte Touche Tohmatsu グローバルネットワークに加盟
1997年 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyosへ社名を変更

Business 

Process 

Solutions

Audit

Consulting

Financial 

Advisory
Risk

Advisory
Tax

Legal
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日系企業サービスグループのご紹介

日系企業特有のニーズに対応するため設立された専門業務グループJSG は、40年以上の

歴史と実績をもつグローバルネットワークです

デロイト

世界約150ヵ国

総人員：約220,000人

トーマツグループ

日本国内：約40拠点 総人員：約12,500名

日系企業サービスグループ （JSG)

海外DTTにおけるバイリンガルプロフェッショナル

常駐都市：約80拠点 総人員：約1,098名

デロイト

世界約150ヵ国 総人員：約312,000名コンサルティング 税務＆リーガル

監査

リスクアドバイザリー

ファイナンシャル

アドバイザリー

◼デロイトは、互いの文化を尊重しつつ一体化されたグローバルなネットワーク組織です。

◼日本企業特有のニーズに対応するために1975年にデロイト内に設立された専門サービスグループJapanese Services Group

（JSG）は、海外の日系企業に対し日本語による国際的サービスを提供する役割を担っています。今日のグローバル経済のもと

での競争に打ち勝つため、JSGに対し世界のいかなる拠点においても最高のサービスの提供を求める日系企業の期待は益々高

まっています。この期待に応えるため、トーマツからの駐在員を含む1,098名にも及ぶ日本語バイリンガルのプロフェッショナルを全

世界に配置し、日本の文化や習慣を十分考慮しながら、世界的なネットワークによる豊富な経験と専門知識をグローバル日系

企業に対して提供しています。
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タイ日系企業サービスグループのご紹介

デロイトタイJSGでは、Co-Leaderの杉本、Manoonのもと、各ファンクションの経験豊富な

専門家が業務提供を行っています

杉本 健太郎

Co-JSG Leader
JSG Partner

Mr. Manoon Manusook
Deputy Audit Leader
Co-JSG Leader
Audit Partner

Secretary

Risk Advisory

私共日系企業サービスグループは、杉本、マヌーンおよびモンコルによる共同リーダー制をとっており、日本人とタイ人がコラボレーション

することにより、20名で、日系企業の皆様に最高品質のサービスをお届けできる体制を整えています。

なお、コンサルティングサービスに約20名の日本人専門家が在籍していることも私共の特徴です。
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Ratcharee T.

Executive 
Secretary 

柴洋平
Manager

小山 堅太郎
Manager

四辻千尋
Manager

伊東剛
Sr. Manager

高山慎太郎
Manager

米岡光二郎
Director

中島敬仁
Director

齊木洋和

Sr. Manager

Tax & Legal Financial AdvisoryAudit & Assurance

Tharatid Srijakkot

Secretary 

伊藤 寛明
Sr. Manager

畠山 多聞
Director

吉岡滉平
Manager

Supat Kanchat  

Sr. Officer

Pairoge
Muangmonprasert
Assistant Manager

中村知義
Manager

松島圭佑
Manager

Mr. Mongkol Somphol
Deputy JSG Leader
Audit Partner

嬉野 秀

Sr. Manager
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東南アジアコンサルティングサービスメンバーのご紹介（タイメンバーを中心にご紹介）

コンサルティングサービスでは、各業界・テーマの経験豊富なコンサルタントがクライアントの経

営課題の解決をご支援します。

主要なメンバーは以下の通りです。

Industry Services

渡辺敏弘

電子・ハイテク

重工業/戦略
Sr. Manager

紀本武史
Partner
IT・Technology統括

熊野亮

消費財
Manager 

原田 慶司

自動車関連
Manager 

山宮亮太

ライフサイエンス

Director

Competency Services

塩塚直行

戦略/

サステイナビリティ
Manager 

槇千晴

組織・人事
Sr. Manager 

府中隆明

サプライチェーン
Partner
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尾崎 遼太
自動車関連

Manager 

羽田成秀

経営管理
Sr. Manager 

塩谷拓也
Digital Marketing

Partner

川口勇貴

IT・Technology
Sr. Manager 

村上泰之
Partner
自動車関連統括

石井裕信
Digital Marketing

Manager 

富田 雄二郎
M&A

Manager

高橋俊成

素材・エネルギー
Partner

安藤 勇祐
M&A

Manager
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各サービスラインと提供サービスのご紹介
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監査、会計アドバイザリーサービス概要

会計および監査のプロフェッショナルがその知見を最大限活用して、監査および会計アドバ

イザリーサービスを提供しています

9

サービスカテゴリー 提供サービス例

タイ国の法律に基づく会計監査
TFRS for NPAEsに基づいて作成された財務諸表の会計監査

TFRS for PAEsに基づいて作成された連結財務諸表及び財務諸表の会計監査

親会社の連結財務諸表作成のための

レポーティングパッケージの監査・レビュー業務

タイ国会計基準に基づいて作成されたレポーティングパッケージの監査・レビュー

IFRS/USGAAPに基づいて作成されたレポーティングパッケージの監査・レビュー

投資奨励委員会（BOI）の要請に基づく合意

された手続き
BOIの要請に基づいて作成された事業報告書への合意された手続き（AUP)

国際財務報告基準（IFRS）導入サービス

IFRS会計基準差異分析サービス

IFRS勘定科目表・グループ統一勘定科目表の作成支援サービス

IFRS連結パッケージ作成支援サービス

アカウンティング・ヘルスチェック
TFRS for NPAEs に照らした会計上の問題の分析・対応方法のアドバイス

(会計問題把握のための健康診断)

経理研修

管理部門のための会計研修サービス

（日本人向け、タイ人向けに、対象とする会計基準、言語、期間（回数）、レベル、場所

等、ご要望に応じてカスタマイズした研修サービス）

問題解決のための経理外注サービス
デロイトのタイ人会計専門家を貴社に派遣し、日系企業の会計監査で培った豊富な経験を

基に、自社では解決が困難な会計上の問題を以下のようなプロセスで解決・サポート。
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会計監査で培った豊富な知見を基に、会計アドバイザリーサービスも幅広く提供しています
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IFRS会計基準差異分析サービス アカウンティング・ヘルスチェック

タイ国にてビジネスを行われている日系企業でよくみられる会計イ

シューを、日系企業の会計監査で培った豊富な経験を基に分析し、

貴社が経営するにあたっての会計上の問題と望まれる対応をご提案

いたします。

タイに赴任しているが、経理/

監査関係の専門的な知識を

持ち合わせていない

タイ人の経理担当者の会

計知識に不安がある

ローカルの監査法人を使って

いるが、十分な監査を受けて

いると感じられない

会計監査の豊富な経験を持ったタイ人

専門家が、タイ国のローカル会計基準で
あるTFRS for NPAEsに照らして貴社の会
計処理を分析し、検証結果をレポートと
してご提供いたします。

デロイトのタイ人専門家が、PKGをIFRSに基づいて作成しているが、
PKGの監査・レビューを受けていない会社様に対しては、PKGがIFRSに
基づいて適切に作成されているかのアドバイスを、PKGをTFRS for 
NPAEsに基づいて作成されている会社様に対しては、仮にIFRSを適用
した場合の影響度調査をサポートいたします。

Gap Analysis Report
具体的な導入時期などを示したロードマップ、導入にあ

たって必要とされるあらゆる事項を貴社へ提起致します
。IFRSへの移行を進めていく中で必要とされる数多くの
ステップを示すことが可能であり、利害関係者に対して

プロジェクトの範囲や計画を伝えるための有用なツール
となります。

Recommendation Report
会計処理、表示および開示に関する改善事項につ
いて言及したものであり、デロイトのIFRS評価結果の
最終成果物となります。改善事項では、導入時期

や導入にあたって必要とされるあらゆる事項を提供し
ます。
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Risk Advisoryサービス概要

タイ固有のオペレーション・リスクに知悉するタイ人・日本人専門家が、現場で貴社チームに

寄り添ってサービスを提供します

サービスカテゴリー 提供サービス例

経理・決算オペレーションの高度化・立直し

経理・決算のプロセスチェック、原価計算改善 等

決算、経理業務の見える化・改善支援

決算早期化支援

経理、人事、総務関連規程の作成、レビュー支援

不正防止、

コントロール強化

内部統制

リスク・コントロールのヘルスチェック： 不正リスク、内部統制 等

内部統制制度（J-SOX/US-SOX）の整備、高度化支援

購買・在庫等の業務プロセス構築、在庫削減支援、BIツールによる業務モニタリング

リスクマネジメント

リスクマネジメントのフレームワーク構築、導入支援

リスクマネジメントの見直し、リスク抽出・対応策の深堀り支援

事業継続計画（BCP）策定、導入支援

不正防止
不正リスク防止体制の評価、改善支援

不正発見のための内部監査・調査の実施支援

内部監査
内部監査部門の立上げ支援、高度化支援

内部監査結果のフォローアップ支援

ITセキュリティ

ITヘルスチェック： ITセキュリティ、アクセス権 等

標的型メール訓練実施、インシデント対応改善支援

ITセキュリティ組織強化支援、個人情報保護法対応
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東南アジア特有の不正リスクに対応するための業務プロセス見直し等、企業が直面する

様々なリスクに対するアドバイザリーサービスを提供しています

12

本サービスが求められる背景

「お金の絡むところに不正あり」と言われるように、残念ながら多

くの会社で購買に関する不正が発生している。特に、ローカル調達

されることの多い間接材の購買で事件は起こっている。不正が発

覚すると、その調査と対応に膨大な時間と労力、コストが発生す

る。本サービスでは、不正発生前あるいは発生後に購買プロセスを

再構築することを目的としている。

購買プロセス上のリスクが分かる

• 現状プロセスの確認、プロセスの改善により購
買プロセス上のリスクを知ることができる

購買不正リスクを低減することができる

• 適切な内部統制を伴った業務プロセスを構築
することにより、購買不正リスクを低減できる

効果1

リスク発現の事例

購買要求者、発注者が取引先と癒着し、

キックバックを受け取っている
取引先との癒着

親族の経営する会社と優先的に取引し、

不正な取引が行われる

改善の効果

Deloitte の主なサービス

親族との取引

分割発注
分割発注が見逃され、マネージメントの関与

しない発注が行われる

領域 サービス

現状分析
✓ 現状の購買プロセスを確認し、問題点を明

確にした上で、改善策を提示

購買プロセス

再構築
✓ 購買プロセスを内部統制観点から再構築

購買システム

改善

✓ システム上のデータベースのクレンジングや要

件定義、ベンダーとの調整等

効果2

成果物例

© 2017 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 13

Key Finding and Recommendations 
1) Improper vendor master maintenance Master Data 

Management

Current Practices / Issues (Cont’d)

Inconsistent and invalid format of data in vendor master data such as address, 

contact phone, tax ID as shown below:

Based on the two pieces of information received 1) PO transactions from June to 

August 2017, and 2) vendor master file, we found that 75% of vendors are 

inactive (620 out of 829) as there are no transactions with those vendors 

during the past three months. In addition, the status of vendors is not identified.

4
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税務・法務サービス概要

タイ税務・法務の専門家が貴社の税務・法務問題解決のお手伝いをいたします
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サービスカテゴリー 提供サービス例

税務コンプライアンス業

務

法人税 中間・年度末税務申告書の作成 等

個人所得税 月次・年間税務申告書の作成 等

税務コンサルティング業

務

税務アドバイス
各ビジネス取引に係る税務アドバイス、タックスルーリング取得、税務調査

サポート 等

タックス・ヘルスチェック

法人税・VAT・源泉税・個人所得税・印紙税等の観点からの税務コンプライアンス状況

のチェック

税務調査の観点からのBOIセグメント損益のレビュー 等

VAT（Good Exporter / 
Registered Exporter）

VAT 還付を促進（都度の税務調査の実施なし）する制度の申請・更新等

（但し、Status取得時に税務調査が実施されるため、上記Tax Health check とセットが

推奨される）

M&A
企業再編に係る税務アドバイス

税務デューデリジェンス 等

移転価格

移転価格ポリシーへのタイ実務の観点からのアドバイス

移転価格文書・ベンチマークスタディの作成

移転価格に係る税務調査対応のサポート 等

関税 関税リスク調査、関税調査対応のサポート 等

法務コンサルティング業

務
企業法務

法人設立、各種事業ライセンス取得、BOI認可の取得、法人清算、ビジネス

契約書作成に係るアドバイス 等
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駐在員の個人所得税サービス

移転価格サービス、駐在員の個人所得税サービスやタックス・ヘルスチェック等、日系企業

の皆様の税務・法務のお悩みに幅広く対応しています
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タックス・ヘルスチェック

タイに派遣される駐在員の個人所得税申告業務は、タイ周辺国で

のマネージメント業務を行うなどの駐在員の活動領域の拡大に伴い、

近年、難易度を増しています。経験豊かなタイ人の専門家が、日系

企業の駐在員の個人所得税の申告書作成業務・レビュー業務・その

他所得税軽減の恩典を受ける際のアドバイスサービスを提供いたしま

す。

法令順守が担保されることのほか、配偶

者控除・扶養控除等は控除されていない

ことが多く、それらを網羅的に利用すること

で、駐在員の個人所得税を軽減すること

が可能です。

タイの税務専門家が、法人税・付加価値税・関税等に関連する証

憑類や税務申告書等をレビューし、昨今の税務当局による指摘事

例も踏まえて、税務上のリスクが無いか検討致します。また、発見し

た事項に関して税務上のリスクを低減するための改善施策についてア

ドバイスいたします。

以下が本サービスの特徴です

レポートを通じて、税務上のリスクを把握することが可能

対応優先度、改善ポイントが明確になる

税額控除の処理漏れ等を把握し、将来の税負担を軽減

移転価格サービス

2018年11月21日にタイの移転価格税制が正式に発行されました。
この税制は2019年1月1日以降開始の事業年度から適用が開始と
なります。

グループ経営において、グローバルな競争力の維持と税法の法令順

守を同時に満たすためには、移転価格税制への配慮を欠かすことは

できません。株主、取引先、顧客及び従業員等のステークホルダーに

対する責任を果たすためにも、移転価格に関する法令違反による巨

額な追徴課税、それに伴うキャッシュフローの悪化、加えて、ブランド価

値の毀損等のリスクについて、経営者はこれらのリスク低減に努めるこ
とが不可欠です。

＜主な移転価格サービス＞

事前準備 ・

文書化

契約書等の

レビュー

調査対応

• 単に移転価格文書を作成するだけではなく、潜在的な

移転価格リスクの特定と望まれる対応方法をアドバイ

ス致します。

• 調査時に精査される契約書を含む社内文書を専門

家の視点からレビューします。

• タイ税務当局との移転価格調査の開始前に、相互協

議を見据えた調査対応の戦略・戦術面でのアドバイス

を行います。

• 調査から相互協議による二重課税の排除まで、ワンス

トップで対応を致します。

APA

• 日本を含む海外の経験豊かなアドバイザーと緊密に連

携し、費用対効果の高い二国間事前確認（APA）

のデザインを支援致します。
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Financial Advisory サービス概要

M&A、フォレンジック等、重要な意思決定の場において、経験豊富な専門チームが貴社を

支援します。

15

サービスカテゴリー 提供サービス例

全般 ▪ PMO (プロジェクトマネジメント)

M&A

▪ Financial Advisory

▪ Due Diligence

▪ Valuation

▪ 各種マーケットスタディ

リストラクチャリング ▪ ターンアラウンド/撤退支援

フォレンジック
▪ フォレンジック業務

▪ 内部通報制度の導入
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事業変革や再編、M&A等の多様な場面で、貴社プロジェクトを支援します。

16

Financial Advisory 場面ごとの活用事例

重要な意思決定の場面

- 貴社事業の客観的評価及び事業の方向性

検討のディスカッションパートナー

- 消費者サーベイに基づく今後の販売・マーケティ

ング戦略への示唆出し

▪ 事業拡大の伸びしろは限定的であり、将来的

な経営合理化及び収益改善や再編を検討

- 会計・財務・税務面等の専門家アドバイス

- プロジェクトの円滑な推進支援(貴社と伴走す

ることで貴社プロジェクトマネジメント人材の育

成にも)

▪ 再編や組織改編、リストラクチャリング等の

大きなプロジェクトを予定している

- 業界トレンドを踏まえた、市場の魅力度に関す

る分析

- M&A候補先の洗い出し
- (M&A時)DD及びValuation

▪ 将来的なM&Aも見据え、有望市場や顧客動向

について調査をしたい

活用事例



© 2022. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.

コンサルティングサービス概要

現場にいるからこそ、真の課題を理解しビジネスパートナーとして貴社ビジネスを加速させます

サービスカテゴリー 提供サービス例

市場・競合調査 各国の市場・顧客動向・競合調査、サステイナビリティ動向調査、業界構造調査

構想策定

/新規プログラム

設計・導入

戦略・アナリティクス
新市場進出構想策定・実行、社会課題/技術起点の新規事業戦略策定、パートナリング戦略

立案・実行、データ分析・データドリブン戦略策定、AI Strategy、地域中計策定

M&A/アライアンス
M&A/提携戦略立案・スキーム検討、M&Aターゲット調査、M&A/提携シナジー分析、M&A/提携

交渉支援、Post Merger Integration(PMI)-統合計画策定・実行

組織改革・再編
地域統括会社設立/機能強化構想策定・実装、地域資本再編/持株会社化構想策定・実行、

新工場設立構想策定・実装、シェアードサービスセンター構想策定・実装

CFOサービス 域内連結管理会計強化、原価管理制度共通化、決算早期化支援

オペレーション変革 業務改革・最適化支援（全社/販売・マーケティング・SCM部門等）、PMO支援

Customer & Marketing 
営業改革（構想策定、SFDC導入支援、EC立上げ支援）、マーケティング改革（デジタルマーケ

ティング構想策定、MAツール導入支援等）、カスタマーエンゲージメント強化支援

サプライチェーン
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ戦略、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ計画高度化（需要予測、需給管理プロセス強化）、物流ネット

ワーク最適化、デジタルSCM、サービスパーツSCM改革

テクノロジー

アドバイザリー

システム戦略策定支援、SAP要件定義・導入支援、AMSサービス(SAP, SFDC)、Service Nowアド

バイザリ・導入支援、Robotics & Intelligent Automation(RPA等)

ヒューマンキャピタル（人

事）

域内人材タレントマネジメントスキーム設計・導入、新人事制度定着化、ローカル人材雇用・育

成・リテンションプラン策定・実行、Workday・Success Factor導入支援

17
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コンサルティングサービス提供実績

タイにおける日系企業の皆様の事業展開の段階にあわせた幅広いコンサルティングサービス

提供実績がございます

18

業種 テーマ 概要

✓ 自動車、
✓ ハイテク
✓ 消費財
✓ 医薬品・ヘルスケア
✓ エネルギー
✓ 重工業
✓ 建設
✓ 素材・化学
✓ 電機・電子
✓ 金融、
✓ 商社
✓ ファンド

など

中計・地域戦略 2030年に向けた中長期事業戦略策定支援

新規市場参入 新規参入に向けた地域戦略立案・パートナー候補選定・交渉・設立支援

新規事業戦略 東南アジアの社会課題起点の新規事業戦略、パートナリング戦略・実行支援

M&A／提携戦略 現地事業体再編に関わるビジネスデューデリジェンス支援

M&A／提携戦略 テレマティクス事業参入に向けた提携交渉・事業計画支援

案件創出 提携・買収先に対して仕掛ける戦略の立案・交渉戦略立案・交渉支援・仕組みの確立

新会社設立 地域統括会社の立上げ/再編から事業拡大に向けた検討

渉外戦略 各国政府渉外機能の強化・実行支援

営業・Mkg.改革 営業・Mkg.改革の構想策定からSFDC・MA導入支援、新機能でのビジネス拡大支援

サプライチェーン改革 販社・製造拠点・物流拠点のロケーション選定・ロジスティクス検討

調達改革・現地調達 間接材調達業務の改革・コスト低減に向けた現地サプライヤー選定支援

テクノロジー SAPのロールアウト支援（現地要件とのFit・Gap分析、SAP導入、AMSサービス）

データ分析・統合 データ利活用戦略策定、データガバナンス構想策定/導入、BI/データサービス導入支援

RPA導入 組織構造改革、業務品質向上、事業の競争力強化を目的としたRoboticsの導入

経理・ガバナンス シェアードサービスセンター構想策定・設立支援、原価管理制度の改善支援

人事・労務 各国人事・労務機能の強化、および制度設計支援
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ファンクション 氏名 メールアドレス

統括

杉本 健太郎 / Kentaro Sugimoto kentsugimoto@deloitte.com

Manoon Manusook mmanusook@deloitte.com

Mongkol Somphol msomphol@deloitte.com

Audit

伊東 剛 / Go Ito goito@deloitte.com

中村 知義/ Nakamura Tomoyoshi tomnakamura@deloitte.com

小山 堅太郎/ Kentaro Koyama kentkoyama@deloitte.com

四辻 千尋 / Chihiro Yotsutsuji chyotsutsuji@deloitte.com

高山 慎太郎 / Takayama Shintaro stakayama@deloitte.com

吉岡 滉平 / Kohei Yoshioka koyoshioka@deloitte.com

Risk Advisory

畠山 多聞 / Tamon Hatakeyama thatakeyama@deloitte.com

伊藤 寛明/ Hiroaki Ito hiito@deloitte.com

松島 圭佑 / Matsushima Keisuke keisuke.matsushima@tohmatsu.co.jp

Tax & Legal

米岡 光二郎 / Kojiro Yoneoka koyoneoka@deloitte.com

中島 敬仁 / Takahito Nakajima tnakajima@deloitte.com

齊木 洋和 / Hirokazu Saiki hsaiki@deloitte.com

嬉野 秀 / Shu Ureshino shureshino@deloitte.com

Supat Kanchat skanchat@deloitte.com

Financial Advisory
柴 洋平 / Yohei Shiba yohshiba@deloitte.com

Pairoge Muangmonprasert pmuangmonprasert@deloitte.com

Secretary
Ratcharee Tanawattananukool rtanawattananukool@deloitte.com

Tharatid Srijakkot tsrijakkot@deloitte.com

デロイトタイJSGメンバーコンタクト先

下記コンタクトにお気軽にご連絡ください
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デロイト東南アジア コンサルティングサービスメンバーコンタクト先

下記コンタクトにお気軽にご連絡ください

ファンクション 氏名 メールアドレス

全体統括・Automotive 村上泰之 / Yasuyuki Murakami yasumurakami@deloitte.com

全体統括・IT・Technology 紀本武史 / Takeshi Kimoto tkimoto@deloitte.com

Automotive （自動車関連産業） 尾崎 遼太 / Ryota Ozaki rozaki@deloitte.com

Automotive （自動車関連産業） 原田 慶司 / Keiji Harada kharada@deloitte.com

Hi-tech（電子・ハイテク産業）、
Strategy & Operation（戦略・オペレーション変革）

渡辺 敏弘 / Toshihiro Watanabe toswatanabe@deloitte.com

Life Sciences & Health Care（ライフサイエンス） 山宮亮太 / Ryota Yamamiya ryyamamiya@deloitte.com

Energy & Resources （素材・エネルギー・重工業） 高橋俊成 / Toshinari Takahashi ttakahashi@deloitte.com

Consumer Business （消費財・運輸） 熊野亮 / Ryo Kumano rkumano@deloitte.com

Strategy / Sustainability 塩塚直行 / Naoyuki Shiotsuka nashiotsuka@deloitte.com

M&A (M&Aサービス) 富田 雄二郎 / Yujiro Tomita ytomita@deloitte.com

M&A (M&Aサービス) 安藤勇祐 / Yusuke Ando ayusuke@deloitte.com

SCM (サプライチェーン改革) 府中隆明 / Takaaki Fuchu tafuchu@deloitte.com

Marketing(マーケティング) 石井裕信 / Hironobu Ishii hishii@deloitte.com

Human Capital （組織・人事） 槇千晴 / Chiharu Maki chmaki@deloitte.com

経営管理 羽田成秀 / Naruhide Hada narhada@deloitte.com

IT・Technology 川口 勇貴 / Yuki Kawaguchi yukikawaguchi@deloitte.com
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