すべての駐在員向け

日本語

いま知りたい！真のローカル化！

ローカル人材マネジメントの極意セミナー

〜真のローカル化を目指す2名の日本人駐在員の経験から学ぶ〜
多くの日系企業が、長年克服すべきとして取り組む課題の一つである

「真のローカル化」

この度、世界のプレミアムジュエラー『ミキモト』シンガポール社長 伊藤 様と
次世代建 築設備を考える『ダイダン』総 務責任者今田様をお迎えし、
「真のローカル化」
ローカル化までの苦
までの苦
悩・施
悩・施
策・運用のコツなどの軌
策・運用のコツなどの軌
跡をダイアログ方式でお伺いします。
跡をダイアログ方式でお伺いします。
「真のローカル化」を本気で 考えたい駐在員の皆様必見です！

スペシャルゲスト

MIKIMOTOシンガポール
伊藤 具嗣 様
Managing Director

成功の鍵は

コミュニケーションと褒める習慣
スペシャルゲスト

DAI-DAN
今田 泰昭 様 Head of Admin Dept.

ローカル化にはこの国ならではの
難しさと面白さがある！
第１部

14:00〜15:30

①ダイアログセッション

MIKIMOTO(SG) 社長 伊藤様
DAI-DAN 総務責任者 今田様

beyond global
General Manager
サンディ齊藤

・ローカル化の苦悩と試行錯誤
・キーパーソンとの本音のコミュニケーション
・ローカルスタッフの方々への想い
・制度構築、人材育成に関する施策秘話
・ローカル化の真髄
など

②Q&A（ご来場者様参加型のフリーQ&Aタイム）

第２部

15:45〜17:00

① シンガポールでいま起こっている
「人事変革のうねり」

〜beyond global group President & CEO 森田 英一〜

② ローカル化を支える
「人事制度4つのポイント」
〜Consulting Services Leader 萩野 亮〜

③Q&A

〜森田 英一、萩野 亮〜

開催概要

対象 日本人駐在員の方で
「ローカル化に向けての心構え」
や
「ローカル化施策」
に関してダイアログしてみたい方、
ローカル化に必要な人事施策を知りたい方
日時

（開場13:45）
2018年11月27日(火) 第1部：14時00分〜15時30分
第2部：15時45分〜17時

会場 シンガポール日本人会ボールルーム (120 Adam Road, Singapore)
参加費 無料
言語 日本語
お申込み 右記のウェブリンクよりお申込みください。https://bit.ly/2CzMvTi
問い合わせ info@beyond-g.com ※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。
©2018 Copy r ig ht beyond g loba l g roup. A l l r ig ht s reser ved.

プロフィール紹介

MIKIMOTO JEWELLERY
(SINGAPORE) PTE.LTD.
Managing Director

伊藤 具嗣 様

‒Tomotsugu Ito-

成蹊大学部在学中、
ロンドンへ留学。
大学卒業後、日本を代表する世界のジュエラー
MIKIMOTO（ミキモト）入社。本店営業、営業企
画、百貨店営業マネージャーを経て、2014年9
月初旬にMIKIMOTOシンガポール赴任。
現在、MIKIMOTOシンガポールのManaging
Directorとして、異文化コミュニケーションを
意識した社内組織のTeamworkと、世界中のお
客様にMIKIMOTOのジュエリーをご愛用いた
だけるよう、
店舗のサ−ビス強化に注力する。
日本人一人体制であったことからローカル化を
推進。日本の社内文化への理解を相談出来る相
手がいない点に苦労したが、自ら率先してコ
ミュニケーションを図ること、社員同士に褒め
る習慣をもたせることが成功のポイントである
と考える。
プライベートでは、日本に家族を残し単身赴任
中で、定期的な運動による体調管理に心がけて
いる。

DAI-DAN CO., LTD.
Head of Admin Dept.

今田 泰昭 様

‒Yasuaki Imada-

2000年3月桃山学院大学卒業、
同4月ダイダン
㈱入社、大阪本社総務部経理課配属。2004年
12月より、マレーシア・フィリピン・タイを統括
するシンガポール支店に配属。
経理・財務・人事・総務・営業・技術・情報等すべ
ての管理業務に従事。
在星14年、急成長するシンガポールで、政府の
人事政策の変化に素早く対応すべく、ローカル
化の推進に尽力。高騰するローカル技術者の給
料問題、優 秀なローカル人材の 確保やリテン
ション、人材マネジメント等、シンガポールなら
ではの難しさと面白さに気付き、
試行錯誤する。
そんな中、2017年にbeyond globalとの出会
いをきっかけに、人事制度改革に着手、変化す
る人事のあり方・役割に臨機応変に対応中。
週末は、
社会人サッカーチームで監督・子供チー
ムでコーチを務める。
サッカーのチームマネジメ
ントは、会社の組織マネジメントに通ずるもの
があると感じている。日々、ここシンガポール
で、
チームマネジメント脳を鍛える２児の父。

サンディ 齊藤 -Sandy SaitoGeneral Manager/Corporate Catalyst
Master in Business Administration（MBA,
Distinction grade on graduation theses）
Master in Eastern Philosophy（Currently
Ph.D.candidate）

大学卒業後、日本最大手の大学予備学校にコ
ンサルタントとして入職。
その後、大手日系電機メーカーの人事総務責
任者を経て、外資系ITベンチャー企業数社の
立ち上げに携わりそのうち3社の管理部部長
となる。現在、アジアに進出している日本企業
のグローバル化・ローカル化の促進をミッショ
ンに人材育成研修を幅広く実施。企業戦略や
MV Vに即したグローバル化・ローカル化推進
のための長期プロジェクトにも関わる。

森田 英一 -Eiichi Moritabeyond global グループ
President & CEO
(株)シェイク 創業社長・現フェロー
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。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。

会社概要
http://www.beyond-g.com
beyond global Pte. Ltd.（シンガポール）
beyond global Japan株式会社（日本）
beyond global (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
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）

萩野 亮 -Ryo HaginoConsulting Services Leader
慶應義塾大学卒業後、ITベンダー、会計系コン
サルティングファームを経て現職。人事給与業
務・システムを専門として、業務改革及びIT構
想策定からベンダー選定、基幹システム導入/
運用まで、7年間、幅広い業界・業務領域のプ
ロジェクトを経験。
現在、東南アジア現 地企業の 組 織・人事領域
の制度設計及び導入/運用支援 (等級制度、報
酬制度、評価制度、評価研修、制度移行、規定
改訂)、組織診断、タレントマネジメントシステ
ムやAI導入支援に従事。

シンガポール拠点 連絡先
8 Cross Street, #28-01 Manulife Tower, Singapore
Mail info@beyond-g.com
Tel +65-6850-7862

最優秀賞受賞
※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）
教育・研修部門にて。

取引実績

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 KK、東海理化、豊田通商、凸版印刷、OKUR 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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