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ごあいさつ 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

このたびKPMGジャパンは、企業の成長戦略上、重要課題である海外進出や
既存事業の拡大に関して日本企業の関心の高い国、地域の投資環境に関する
最新情報をご提供するため「KPMG GJPフォーラム2014」を、東京（9月18日）
および大阪・名古屋・福岡（9月22日）において開催する運びとなりましたので、
ご案内申し上げます。 

本フォーラムでは、KPMGグループが誇る日本企業の海外事業展開を支援す
るグローバルネットワークであるGJP（Global Japanese Practice）の日本人お
よび日本語対応可能なプロフェッショナルが集結し、注目される国、地域に関す
るセッションを行います。  

各セッションでは、アジア太平洋地域における中国、アセアン諸国、インドなど今
後も成長が見込まれる新興国を、欧州・アフリカ・中近東地域ではEU主要国、
中東欧、トルコ、ロシア、アフリカなどの多岐にわたる国や地域を、また、中南米
地域から日系自動車産業による市場参入が増えているメキシコを取り上げます。 

具体的には、それぞれの国や地域における、マクロ経済・ビジネス環境・日本企
業の投資動向、会社法・会計・税務などの主要な法規制情報のほか、企業の買
収・合併・ジョイントベンチャー事業などを推進する際の留意点、海外進出や既
存事業について日本企業がおさえるべき要諦や対応方法について、各担当国
のプロフェッショナルが、事例を交えて解説いたします。 

本フォーラムでは、KPMGグループの監査、税務、アドバイザリーの3分野のプ
ロフェッショナルが、それぞれの専門知識や経験に基づき、皆様の成長戦略策
定と課題解決の一助となるよう、厳選した海外テーマに関する最新情報を提供
させていただくものです。    

ご多忙中の折とは存じますが、是非とも内容をご高覧いただき、ご参加賜ります
ようお願い申し上げます。 

敬具 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG GJPフォーラム2014 
 

開 催 日 時 

東 京 2014年9月18日（木）10：00～17：30（9：30受付開始） 

大 阪 
名 古 屋 
福 岡 

2014年9月22日（月）10：00～17：10（9：30受付開始） 
※名古屋／福岡会場は大阪会場からの同時中継です。 

会 場 

東 京 
大 阪 
名 古 屋 
福 岡 

東京ミッドタウン ホール 
あずさ監査法人 大阪事務所 5階513研修室 
あずさ監査法人 名古屋事務所 30階研修室 
あずさ監査法人 福岡事務所 3階研修室 

申 込 方 法 
下記のWebサイトよりお申込みください。プログラムおよびお申込方法の詳細は別紙をご覧ください。 
www.kpmg.com/jp/gjp-2014 
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【東京】プログラム 

9：30～10：00  受付 

10：00～10：10  開会の挨拶  

10：10～11：30 

1-1： 
中国会計監査および税務の最新
動向 
－中国における決算および年度監査
上の留意点、組織再編等の税務上の
留意点 

2-1： 
ASEANの最新投資環境 
－メコン地域の新興国（ミャンマー、ラオ
ス、カンボジア） 

3-1： 
欧州地域の最新投資環境 
－主要な先進国での統括会社設置等
による事業再編、トルコ、東欧、アフリカ
など新興国での投資動向、スペイン等
からの同一言語圏の中南米への投資
状況 

KPMG中国 
上海事務所 パートナー  
王哲蔚（チューエイ・ワン） 
深セン事務所 パートナー  
陳蔚（ヴィヴィアン・チェン） 

KPMGミャンマー ヤンゴン事務所 
ASEAN統括 ヤンゴン事務所長 
パートナー 藤井康秀 

KPMG英国 ロンドン事務所 
欧州統括責任者 
パートナー 杉浦宏明 

11：30～12：30  休憩（60分） 

12：30～13：30 

1-2： 
シンガポール統括機能と課題 
－日系統括会社の動向と移転価格
対応 
 

2-2： 
ASEANの最新投資環境  
－タイ 

3-2： 
欧州地域の最新投資環境 
－中・東欧4ヵ国（ポーランド、ハンガ
リー、チェコ、スロバキア） 

KPMGシンガポール シンガポール事務所 
パートナー 田宮武夫 
パートナー ジェフリー・ソー 
マネジャー 森下良太 

あずさ監査法人 東京事務所 
タイデスク  
シニアマネジャー 井戸志生 

KPMGポーランド 
シニアマネジャー 鈴木専行   
KPMGハンガリー 
シニアマネジャー 古澤達也 
KPMGチェコ マネジャー 渡邊敏郎 

13：30～13：50  休憩（20分）  

13：50～14：50 

1-3： 
インドの最新投資環境 
－進出企業の実例を踏まえて 

2-3： 
ASEANの最新投資環境 
－ベトナム 

3-3： 
欧州地域の最新投資環境  
－トルコ 

あずさ監査法人 東京事務所 
インド事業室 パートナー 笠間智樹 
KPMG FAS 東京事務所 
ストラテジー・グループ 
ディレクター 福永昌行 

あずさ監査法人 東京事務所 
ベトナムデスク  
シニアマネジャー 中谷剛之 

あずさ監査法人 東京事務所 トルコデスク 
パートナー 小宮祐二 
KPMGトルコ イスタンブール事務所 
マネジャー 吉原和行 

14：50～15：10  休憩（20分）  

15：10～16：10 

1-4： 
中南米諸国への投資におけるス
ペインの活用事例 
 

2-4： 
ASEANの最新投資環境 
－インドネシア 

3-4： 
サブサハラ・アフリカの最新投資 
環境 

KPMGスペイン  
バルセロナ事務所 マネジャー 飯田孝一 
あずさ監査法人 東京事務所 
スペインデスク  
マネジャー 久保寺敏子 
 

あずさ監査法人 東京事務所 
インドネシアデスク  
シニアマネジャー 石渡久剛 

KPMG南アフリカ ヨハネスブルク事務所 
シニアマネジャー 會田浩二 

16：10～16：30  休憩（20分）  

16：30～17：30 

1-5： 
メキシコ税制改正 

2-5： 
ASEANの最新投資環境 
－フィリピン 
 
 

3-5： 
欧州地域の最新投資環境 
－ロシア 

KPMGメキシコ ケレタロ事務所 
シニアマネジャー 安﨑修二 
あずさ監査法人 大阪事務所 
メキシコデスク 
シニアマネジャー 立石政人 

あずさ監査法人 東京事務所 
フィリピンデスク 
マネジャー 矢冨健太朗 

KPMG FAS トランザクションサービス 
シニアマネジャー 長田洋樹   
KPMGロシア モスクワ事務所 
マネジャー 岩田茂 

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 



【大阪／名古屋／福岡】プログラム ※名古屋／福岡会場は、大阪会場からの同時中継となります。 

9：30～10：00 受付 

10：00～10：10 開会の挨拶  

10：10～11：30 

4-1（大阪）／5-1（名古屋）／6-1（福岡）： 
中国会計監査および税務の最新動向 
－中国における決算および年度監査上の留意点、組織再編等の税務上の留意点 

KPMG中国 上海事務所 パートナー 王哲蔚（チューエイ・ワン） 
KPMG中国 深セン事務所 パートナー 陳蔚（ヴィヴィアン・チェン） 

11：30～12：40 休憩（70分） 

12：40～13：40 
4-2（大阪）／5-2（名古屋）／6-2（福岡）： 
ASEAN地域の最新投資環境 －ASEAN地域における日本企業の経営課題 

KPMGミャンマー ヤンゴン事務所 ASEAN統括 ヤンゴン事務所長 パートナー 藤井康秀 

13：40～13：50 休憩（10分）  

13：50～14：50 
4-3（大阪）／5-3（名古屋）／6-3（福岡）： 
ASEANの最新投資環境 －タイ 

あずさ監査法人 東京事務所 タイデスク シニアマネジャー 井戸志生 

14：50～15：00 休憩（10分）  

15：00～16：00 
4-4（大阪）／5-4（名古屋）／6-4（福岡）： 
ASEANの最新投資環境 －ベトナム 

あずさ監査法人 大阪事務所 ベトナムデスク パートナー 桂木茂 
あずさ監査法人 東京事務所 ベトナムデスク シニアマネジャー 中谷剛之 

16：00～16：10 休憩（10分）  

16：10～17：10 
4-5（大阪）／5-5（名古屋）／6-5（福岡）： 
ASEANの最新投資環境 －インドネシア 

あずさ監査法人 東京事務所 インドネシアデスク シニアマネジャー 石渡久剛 

※内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

KPMGジャパンについて 
KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称です。監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわた
る8 つのプロフェッショナルファームによって構成されており、グループ全体で約6,600名の人員を擁しています。 
クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを生かして連携し、またKPMGのグローバルネッ
トワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。 

GJP（Global Japanese Practice）について 
KPMGグローバルジャパニーズプラクティスは、日本企業の海外事業展開を支援するKPMGのグローバルネットワークです。 
世界の主要34ヵ国67都市において、日本からの駐在員を含め約500名の日本人および日本語対応が可能なプロフェッショナルが中心となり、
各国事務所の会計監査、税務、アドバイザリーのプロフェッショナルと連携し、日本本社および海外現地法人、支店、駐在員事務所などに対し
て、幅広い専門サービスを提供しています。 

TAX 
 

KPMG税理士法人 
 

KPMGBRM／ 
KPMG社会保険労務士法人 

AUDIT 

 
あずさ監査法人 

 
 

ADVISORY 
 

KPMGコンサルティング 
KPMG FAS 

KPMGヘルスケアジャパン 
KPMGあずさサステナビリティ 
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名古屋会場  大阪会場 

地下鉄東山線・桜通線「名古屋駅」より徒
歩8分 
JR線、名鉄線、近鉄線「名古屋駅」より徒
歩10分 

地下鉄御堂筋線「本町」駅より徒歩2分 
地下鉄御堂筋線・京阪線「淀屋橋」駅より
徒歩5分 

会場地図 
東京会場 

都営大江戸線「六本木駅」8番出口直結  
東京メトロ日比谷線「六本木駅」4a出口側
から地下通路を経由し、8番出口より直結  
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」3番出口よ
り徒歩約3分  
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」1番
出口より徒歩約10分  

福岡会場 

地下鉄空港線「天神駅」下車 東2出口前、
東3a出口より徒歩1分 

開催概要     

開 催 日 時 

東 京 2014年9月18日（木）10：00～17：30（9：30受付開始） 

大 阪 
名 古 屋 
福 岡 

2014年9月22日（月）10：00～17：10（9：30受付開始） 

会 場 

東 京 
大 阪 
名 古 屋 
福 岡 

東京ミッドタウン ホール （東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イーストB1F） 
あずさ監査法人 大阪事務所 5階513研修室 （大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル） 
あずさ監査法人 名古屋事務所 30階研修室 （名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー） 
あずさ監査法人 福岡事務所 3階研修室 （福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル） 

※名古屋／福岡会場は大阪会場からの同時中継です。 

定 員 東京 各セッション200名 ／ 大阪 100名 ／ 名古屋 50名 ／ 福岡 30名 
※事前登録制。全会場とも申込者多数の場合は先着順とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

受 講 料 無料 

対 象 
国際的なビジネスを展開しているまたは新興国への投資を検討している企業の経営者、実務担当者およ
び政府関係者各位 
※コンサルティングファーム、同業他社などのお申込みはご遠慮いただいております。 

言 語 日本語 

申 込 方 法 

下記のWebサイトよりお申込みください。お申込方法の詳細は別紙をご覧ください。 
www.kpmg.com/jp/gjp-2014 
※開催日の1週間前頃に受講票に関するご案内をeメールにてお送りいたします。受講票をプリントアウトの上、セミナー当日
にご持参ください。 

お問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人 GJP部 
担当：山田（Yamada）、時長（Tokinaga） 
TEL : 03-3266-7543 
e-Mail : gjp@jp.kpmg.com 
www.kpmg.com/jp 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供
（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加
のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくこ
とがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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申込方法について 
 
本セミナーへのお申込みにあたっては、ログインIDとパスワードが必要となります。 
皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、セミナー申込みの際に、参加を希望される方お一人様ずつ会員登録を 
お願いしております（登録は無料です）。 
会員登録後に、お申込み手続きをおすすめくださいますよう、お願い申し上げます。 
 

会員登録について 
 

◆会員登録を行っておらず、ログインIDとパスワードを設定されていない方 
以下の手順に沿ってログインIDとパスワードを設定し、ログインのうえ申込画面からお申込みください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆既に会員登録を済ませて、ログインIDとパスワードを設定されている方 
以前に他のセミナーにお申込みをした際に、ログインIDとパスワードを設定された方は、設定済みのログインIDをご利用いた
だけます。上記セミナー概要ページより「申込」ボタンをクリックし、お手持ちのログインIDとパスワードにてお申込み手続きを
おすすめください。 
 

申込みに関するお問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人  
マーケティング＆コミュニケーション部 
TEL : 03-3266-7556 
e-Mail : seminar@jp.kpmg.com 
 
www.kpmg.com/jp 

会員登録およびログインIDの設定手順と、セミナー申込 
①セミナー概要ページ 
 www.kpmg.com/jp/gjp-2014 にて「申込」ボタンをクリックしてください。 

②「新規会員登録はこちら」をクリックし、STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。 

③再度セミナー概要ページの「申込」ボタンをクリックし、STEP6のセミナー申込手続きを行ってください。 

 

 

 
※ 設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。 
※ 本登録は、確認メール到着後24時間以内に行ってください。 

 
会員登録後は、「マイページ」より以下のWebサービスを

ご利用いただけます。 
 受講票の取得 
 申込内容の確認やキャンセル 
 登録個人情報の確認・変更 
 ログインID・パスワードの変更 

 
開催日の1週間前頃に受講票発行のご案内メールをご登

録のeメールアドレスにお送りいたします。 
受講票に記載されている内容をご確認のうえ、プリントアウ

トし、当日会場へお持ちください。 
万が一メールが届かない場合は、下記問合せ先までご連

絡くださいますようお願いいたします。 

マイページについて  受講票について  

申込方法および会員登録について  

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供
（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加
のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくこ
とがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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STEP1 
 
会員情報入力 

STEP2 
 
登録内容確認 

STEP3 
 
仮登録完了 

STEP4 
確認メール受信、 
本登録URLをクリック 

STEP5 
 
本登録完了 

STEP6 
 
セミナー申込 
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