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QRコード

対象 アジア地域統括会社（RHQ）経営者、人事責任者、組織開発担当者、地域統括人事の情報にご興味がある方

お申込み 右記のウェブリンク及びQRコードよりお申込みください。 http://bit.ly/beyond_RHQ 

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。

地域統括人事の現在と未来地域統括人事の現在と未来
い       ま

～各社のリアル事例に学ぶ、
戦略的タレントマネジメントの落とし穴と成功への道～

RHQ人事担当者必聴！

第1部
パネラー：NTT DATA Asia Pacific 石原彩子氏、NEC Asia Pacific 竹屋聡史氏、ファシリテーター：beyond global 森田英一

ここでしか聴けない！地域統括人事による本音パネルディスカッション

第2部
講演者：プロファイルズ株式会社 水谷壽芳氏

データを活用した戦略的タレントマネジメント最新事例紹介

◆参加者特典（ご希望の場合）◆
人と職務のフィットを測定する

戦略的人材アセスメントProfileXT®
トライアル受講1回分！

日 時

無料参加費 日本語言 語

2019年 14：30～17：30 (開場14：15～)9月24日(火)

14：30～9月24日(火)

第1部

パネラー

ファシリテーター

ここでしか聴けない！
地域統括人事による本音パネルディスカッション

アジアのハブとして、地域統括機能をもったRHQが設置されることも多いシンガポール。
今回のセミナーでは、グローバル化への対応が迫られる日系企業の、地域統括人事と組織戦略にまつわる理想と現実について、

今まさに現場で試行錯誤を重ねている先進企業のRHQ人事担当者を招いて、本音ディスカッションを展開します。

統括会社を作ったものの、傘下拠点との連携が難しく、地域人事の強みを活かしきれない
優秀な現地人材の採用、育成、リテンションに課題を抱えている
各拠点による体制のバラつきが激しく、人事制度や情報管理制度の統一が難しい…等

こんなお悩みございませんか？

石原 彩子

NTT DATA 
Asia Pacific Pte. Ltd.

HR Manager

（Ayako Ishihara）氏

森田 英一beyond global グループ President & CEO （Eiichi Morita）

2012年よりNTTデータにて海外研修の企画と実行に従事。2015
年にNTT DATA Vietnamへ赴任し、HRとして拠点の拡大に従事。
2017年より、APACエリアのリージョナルHRとして、シンガポー
ルをベースに、タイ、ベトナム、マレーシア等の各拠点のHR基盤の
整備とHR機能の強化に取り組んでいる。組織、採用、人事制度、人
材育成、オペレーション改善等、各拠点の現状と課題に合わせつ
つ、リージョン最適と現場の実態が一致できる形を模索。現場を知
ること、本音で話してもらうことを大切にしている。

竹屋 聡史

NEC 
Asia Pacific Pte. Ltd.

Senior Manager, Regional Human Resources

（Satoshi Takeya）氏

2001年、NEC入社。半導体事業会社に配属となり、各種人事制度
の運用、新人事システムの導入、給料、社会保険業務などを担当す
る。2008年には社員の給料計算を担当する部門へ異動。主に業務
プロセスの標準化を推進してきた。2011年にNEC中国（北京駐
在）へ赴任となり、現地社員の採用、各種人事制度運用、新人事シス
テムの導入などに従事。2013年より国内官公庁事業を担当する部
門にて、人事・労務業務全般に取り組む。2019年より、NEC APAC
（シンガポール駐在）へ赴任し、APAC地域統括会社にてリージョナ
ルHRとして人事業務を担当している。

シンガポール日本人会ボールルーム会 場 (120 Adam Road, Singapore 289899)



プロファイルズ株式会社
水谷 壽芳
ディレクター、パフォーマンスコンサルタント

（Hisayoshi Mizutani）氏

大手音響メーカーの海外営業および駐在経験を経て、2012年
より現職。日本のマーケットにおける新たな人材アセスメント
ツールの普及を志向して、50社を超える戦略的ビジネスパート
ナーとの契約を締結した。ビジネスパートナーへの支援・指導の
経験を積み重ねる濃密な時間を過ごしている。ジョブマッチ%
を軸にした「変革のアプローチ」を提唱。重要職務モデルの定義
と早期選抜と育成の仕組み作りを中心に、積極的にクライアン
トに貢献してきた。

beyond globalグループ
森田 英一
President & CEO

（Eiichi Morita）氏

第2部

講演者 セミナーファシリテーター

データを活用した
戦略的タレントマネジメント最新事例紹介

アジア地域本社における現地人材登用や採用、組織活性化の事例をご紹介します。

～テクノロジーを駆使したこれからの人材マネジメントの新たな打ち手とは?～

新規参入者も激増し、飛躍的に成長するHRテクノロジーマーケットとは?
人材マネジメントにおけるトレンド

世界潮流とテクノロジー

世界125カ国で活用される世界標準の科学的アプローチによる課題解決カギは人材データにあり

組織と人材の可能性を拓く、人材アセスメント活用事例の紹介
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主なお取引先＆関連会社

TOSHIBA, MiSUMi, BANDAI NAMCO, 鈴与グループ, Yakult, TOTO, 飯野海運, CASIO, 日本通運, NEC, DAI-DAN, 
SCSK, 荏原製作所, SUNSTAR, 竹中工務店, Mitutoyo, KYOCERA, NTT Communications, 第一実業,TOSOH, Kurihara 
Kogyo, MIKIMOTO, ROHM, JCCI, 三菱地所, HITACHI, NIPPON PILLAR PACKING, Okura Flexible Automation 
Systems, CKD, 花王, SONY, Muratec, YKK, TERUMO, TOKAI RIKA, 明治製菓, 住友電工, KONICA MINOLTA, NTT 
DATA, 住商アドミサービス, KITZ, 資生堂, 三井住友銀行, 野村證券, MITSUI&CO., 三菱商事, 住友商事, 住友三井オートサー
ビス, 豊田通商, NISSHO ELECTRONICS, Taiyo Technology等（公開可能な取引先名一部、順不同・敬称略）

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）

最優秀賞受賞

シンガポール拠点 連絡先

  Mail  info@beyond-g.com

  Tel  +65-6850-7862

Odeon Towers #02-01, 331 North Bridge Road, 
Singapore 188720 

※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。

beyond globalグループ主要取引先(一部)

事例① 客観データを元にした海外駐在員の登用 ・・・“議論の空中戦”に終止符を打ち、アナログな人事決定をデジタル化するアプローチ

事例② 勘と経験に頼らない後継者計画 ・・・タイ工場におけるサクセショッションプランニングの成功事例

事例③ 現地法人における採用力向上 ・・・採用プロセスにおける採用基準の精度を飛躍的に向上させた事例

主催　beyond global Pte. Ltd. 　　　協力　プロファイルズ株式会社

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、代表取締役社長に就任。社員の主体性や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。現在
は、beyond globalグループ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、ナショナルスタッフの人財開発、ソーシャルイノ
ベーション事業等、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) 「一流になれるリーダー術」(明日香出版)等7冊。NNA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。


