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強いタイ現事制度構築・運用の最前線〜
〜タイにおける人

現在、在タイ日系企業は、
「日本人主導型」から、
タイ人スタッフに権限委譲を目指す
「タイ人主体の現地化」へと組織変革が迫られています。
その「タイ人主体の現地化」を進めるキーファクターは、
「人事制度の構築」と「人事制度の運用の徹底」です。
この両輪がうまく噛み合う必要があります。

2018年9月25日（火）
14:30〜17:00 (開場14：10)
参加費 無料
日時

人事制度の構築は、制度を設計して終わりではありません。
人事制度の構築後も多くの罠が潜んでいます。
本セミナーでは、
beyond globalで実施してきた人事制度構築と運用のポイントをお伝えし、
「強いタイ現地法人を創る秘訣」をご紹介します。
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Jasmine CITY HOTEL
Room Grand Lily
※BTS Asokから徒歩3分

講演

継続的な業績向上の実現を目指す人事制度構築のポイントと具体的なノウハウ
講演者：beyond global グループ President & CEO

森田 英一

講演

優秀なタイ人の離職率低下に繋げる、人事制度の運用と人材育成とは
講演者：beyond global (Thailand) Co., Ltd.

Q&Aセッション

Managing Director

増田 賢一朗

なぜ、在タイ日系企業は、人事制度の運用で失敗するのか？
〜タイにおける人事制度の運用の落とし穴〜

講演者：森田 英一・増田 賢一朗

無料相談会
開
催
概
要

会場

17:00-17:30

貴社の人事制度の課題について、講師が1対1でお答えします。

対象 在タイ日系企業の経営者様・人事責任者様、
日本語が分かるタイ人HRマネジャー様
日時 2018年9月25日
（火）
14:30〜17:00
（開場14:10）
会場 Jasmine CITY HOTEL Room Grand Lily（L階）※BTS Asokから徒歩3分 参加費 無料
お申込み 右記のウェブリンクよりお申込みください。http://urx3.nu/Lpzf
お申込み時にご連絡下さい。定員を超えた場合は、
厳選なる抽選を行い、
当選者の方にご連絡致します。
問い合わせ info̲thai@beyond-g.com ※人事制度無料相談会をご希望の方は、
※お席に限りがございますので、
お早めにお申し込みください。
ご同業の方のお申し込みはご遠慮ください。
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セミナー講 師紹介
森田 英一 (もりた えいいち)
beyond global グループ President & CEO
(株)シェイク 創業社長・現フェロー / (株)ジョブウェブ 取締役
大学院時代にアメリカとイギリスで海外でのインターンシップを経験。大学院卒業後、外資系経
営コンサルティング会社アクセンチュアにて人・組織のコンサルティングに従事。2000年に
シェイク社を創業し、代表取締役社長に就任。社員の主体性を引き出す研修や、部下のリーダー
シップを引き出す管理職研修や組織開発ファシリテーションに定評がある。10期経営の後、会
長に就任。現在は、グローバル人材育成事業、日本企業のグローバル化支援、組織開発、ナショナ
ルスタッフの人財開発等、各種プロジェクトを行っている。全国6万人の人事キーパーソンが選
ぶ「HRアワード2013」
（ 主催：日本の人事部 後援：厚生労働省）の教育・研修部門で最優秀賞
受賞。主な著作に「どうせ変わらないと多くの社員があきらめている会社を変える組織開発」
（PHP新書）
「誰も教えてくれない一流になれるリーダー術」
（明日香出版）等７冊。また、日系企
業で 働く外国人向けに「Winning together at Japanese companies」
（ 河谷隆司著：
beyond出版）の企画・編集を担当。

増田 賢一朗 (ますだ けんいちろう)
beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director
2005年、株式会社リクルートに入社。人材サービス事業、ITを活用した販売促進支援の新規
事業に携わる。3年目にチームリーダーに昇格後、上海拠点の立ち上げにも参画。リクルート在
籍中、MVP4回、社長賞5回、チームマネジメント賞4回受賞。2008年より、組織・人事コンサル
ティング、次世代リーダー育成を行う株式会社シェイクに転職。人材育成パートナーとして、組
織変革・社員の行動変容を追求する。また、ファシリテーターや、受講者の行動特性を分析する
アセッサーとして多数セミナーや研修に登壇。その後、人と組織のグローバル化に貢献すべく
beyond global groupに参画し、beyond global (Thailand) Co., Ltd.をタイ バンコク
に設立。タイを主軸にシンガポールと東京の3拠点で日系企業のグローバル化に尽力。組織変
革・人材育成に携わった会社は300社以上。次世代のアジアならではの強みを活かした組織変
革・人材育成を追求している。

beyond globalグループ概要

http://www.beyond-g.com
beyond global (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
beyond global Pte. Ltd.（シンガポール）
beyond global Japan株式会社（日本）
代表取締役：森田英一
Executive Advisor：Cliﬀord H. Clarke
（異文化コンサルタント）
Executive Advisor：桐山一憲
（元 P＆Gアジア プレジデント）

※日本で最も権威のある人事関連の賞
「HRアワード2013」
（主催：日本の人
事部 後援：厚生労働省）の教育・研修
部門で最優秀賞受賞。

タイ拠点 連絡先
2 Jasmine Building, 22nd Floor, Soi Sukhumvit 23
(Prasarnmitr) Sukhumvit Road, North Klongtoey,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand
e-mail info̲thai@beyond-g.com
Tel 02-612-7353

beyond globalグループ主要取引先(一部)
SCSK、NT Tコミュニケーションズ、NT Tデータ、大阪ガス、花王、カシオ、カルビー、キッツ、京セラ、コニカミノル
タ、資生堂、住商アドミサービス、第一実業、竹中工務店、東芝、東芝メディカル、日本電気、パラマウントベッド、日
立製作 所、明治、ヤクルト、ローム、Y K K、東海理化、豊田通商、凸版印 刷、O KUR A、住 友電工、大 洋工作 所、ムラ
テック、Sony Technology、Isuzu Motors・・・他、多数の企業で取引実績有(敬称略)
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