〜HRコンサルタントと弁護士がタッグを組んで伝授！〜
ケーススタディ

から学ぶ！

新 雇用法を踏まえて

無料
日本語

よりハイパフォーマンスな組織を作る方法
2019年4月の雇用法改
4月の雇用法改正で
正で 適用範囲が大幅に広がり、
適用範囲が大幅に広がり、
会社が抱える労 務問題はより複 雑化する可能性があります。
本セミナーでは、ケーススタディやパネルディスカッションを通じて、
新雇用法の実務上の影 響と解雇や賃金紛争などの
留意点について分かり易くご説明し、
ご参加者様からの事前のご質問とその対 策をご紹介します。
また、やる気のある社員を育てる組 織、どの国のスタッフが就いても

高いパフォーマンスを発揮できる組 織に変革する方法をお伝えします。

セッション

セミナー内容

1
2

講演

良い意味での新陳代謝のあるハイパフォーマンスな組織を作る方法

講演者： beyond global グループ

セッション

3

講演

President & CEO

森田 英一

ハイパフォーマンスな人材を育てる仕組み

講演者： beyond global Consultant

セッション

開催概要

日時

新雇用法の実務上の影響とケーススタディ

講演者： 西村あさひ法律事務所 弁護士 吉本 智郎

セッション

4

講演

パネル

吉本 えみ

パネルディスカッション・Q&A セッション

講演者： 弁護士 山中 政人、弁護士 メリッサ タン、森田 英一

2019年2月26日(火) 14時30分〜17時00分
（開場14:10）

会場 シンガポール日本人会ボールルーム (120 Adam Road, Singapore)
お申込み https://bit.ly/2ByEwmx
参加費 無料
言語 日本語
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。
当事務所は本セミナーにおいて、シンガポール法のアドバイスを提供するものではありません。
個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、シンガポール法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。
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講演者プロフィール
森田 英一 -Eiichi Morita-

吉本えみ ‒Emi Yoshimoto-

beyond global グループ
President & CEO

beyond global Pte. Ltd.
Consultant

大阪大学大学院卒業後、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。現在は、beyond globalにてグローバ
ル人材育成事業、日本企業のグローバル化
支援、組織開発等、各種プロジェクトを行っ
ている。主な著作に「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 。
NN Aで「新時代を創る日本型グローバル
リーダーシップ」連載中。

東京医科歯科大学大学院卒業後、製薬会社
にて有機合成研究・臨床開発職を経験。医
師、病院事務局、治験サポート会社、厚労省
など多くのstake holderと質の高いコミュ
ニケーションを必要とする業務に約10年
間従事。シンガポールでbeyond globalに
出逢い、人材育成に携わることを決意。現
在、
顧客担当兼コンサルタントとして
・ローカル化を促進したい企業へのサービス提案
・日本人駐在員及びローカル社員向け研修
・組織診断、個人インタビュー

を担当している。

山中 政人 ‒Masato Yamanaka-

吉本 智郎 ‒Tomoro Yoshimoto-

西村あさひ法律事務所シンガポール事務所
共同代表 / パートナー

西村あさひ法律事務所シンガポール事務所
アソシエイト

2000年慶應義塾大学法学部法律学科卒
業。2002年日本法弁護士登録。2012年よ
りシンガポールをベースにシンガポール、マ
レーシア、インドネシアにてビジネスを行っ
ている日系クライントおよび日本に投資を
したい非日系クライアントをサポートして
い る 。2 0 1 8 年 シン ガ ポ ー ル 法 弁 護 士
（FPC）登録。著書として「個人情報保護法
制と実務対応」など。

2005年東京大学法学部第一類卒業。
2007年日本法弁護士登録。2014年よりシ
ンガポール事務所に赴任し、インドネシア、
シンガポール、マレーシアを中心とした東
南アジア諸国のM& A、JV、労務、紛争(訴
訟)等の案件に多く携わる。著書として「ア
ジア進出・撤退の労務- 各国の労働法制を
踏まえて」、
「 資 本・業 務提 携 の 実 務 (第2
版)」、
「日本企業のためのシンガポール進出
戦略ガイドQ&A」
など。

メリッサ タン -Melissa TanBAYFRONT LAW LLC
Director

シンガポール国立大学卒業。コーポレート、商業取引の分野において(訴訟関連以外)シン
ガポール国内、クロスボーダーの、主にM&A、合弁、企業再編案件を取扱う。規制、法令遵守
対応などについて助言を行うとともに、案件においては交渉から立会い契約書の作成に携
わるなど、
上場、
非上場を問わずシンガポール企業のサポートを行っている。

シンガポール拠点 連絡先

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）

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。

http://www.jurists.co.jp

http://bayfrontlaw.sg/

50 Collyer Quay, #08-08, OUE Bayfront,
Singapore 049321

20 Collyer Quay, #23-01, Singapore 049319

Mail info̲singapore@jurists.jp

Mail enquiries@bayfrontlaw.sg
Tel +65-6653-1928

Tel +65-6922-7670 (代表)
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