
インド（チェンナイ）インド（チェンナイ）

ベトナム（ホーチンミン）
シンガポール

インドネシア（ジャカルタ）

タイ（バンコク）

日本（東京）

ベトナム（ホーチンミン）
シンガポール

インドネシア（ジャカルタ）

タイ（バンコク）

日本（東京）

［差出人］

〒107- 0061
東京都港区北青山2-7-28  7階
Hayabusa International LLC.
http://hayabusa.jpn.com

参加費

無料

O
P
E
N

13：30～16：40
（受付開始13：00）

120名80名

16：30～17：00

国際会計事務所ネットワーク

現地在住専門家が語る、海外事業拡大と経営管理の最新情報

〈主　催〉 

東京国際フォーラム  会議室G701

13：30～16：30
（受付開始13：00）

令和元年10月31日（木）
13：30～16：30
（受付開始13：00）

〈事務局〉 税理士法人トラスト
東京都千代田区麹町3-3
丸増麹町ビル6F
TEL. 03-3288-5670
　

〈事務局〉 税理士法人トラスト
東京都千代田区麹町3-3
丸増麹町ビル6F
TEL. 03-3288-5670
　

アセアン・インド・メキシコ
               勝ち残るための心得
アセアン・インド・メキシコ
               勝ち残るための心得

東東 京京 開開 催催

令和元年10月31日（木）

［定　　　員］

［開 催 場 所］

［講　　　演］

［開　催　日］

［開 催 場 所］

［開　催　日］

セミナー　参加申込書

WEBによるお申込 https://form.ztrust.jp/public/seminar/view/204

　　　FAXによるお申込 03-3288-5679
　　　メールによるお申込 seminar@hayabusa.jpn.com

誤ってご案内が届いてしまった場合や今後このようなセミナーのご案内が不要な場合にはデータを削除いたしますので、お手数ですが□にチェックを入
れて上記ＦＡＸ番号までご返信くださいますようお願い申し上げます。

ご記入頂きました情報は弊社個人情報保護方針に基づき適切に取扱い、管理し、イベント情報を提供する為に使用致します。
本目的以外での流用、第三者への開示は一切ございません。

所　属

お名前

役　 職

Eメール
ふりがな1

所　属

お名前

役　 職

Eメール
ふりがな2

受講お申込者 ※原則、各社2名までの参加とさせて頂きます。
※会場収容人数の都合上、参加をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

受講料：無料 会　場：東京国際フォーラム  会議室G701
主　催：Hayabusa International LLC.

令和元年 10月31日（木） 16：30～17：00

個別相談会　参加申込書

●相談希望の国名にチェックをいれて下さい。

個別相談会への参加を希望します。 個別相談会は定員が僅かとなっております。
お申込み多数の場合には、別途日程を調整させて頂くことがございます。

令和元年10月31日（木） 13：30～16：30（受付開始13：00）
●お申込を受付後、受付確認メールをお送りいたします。

貴 社 名

〒 ‒ ‒ ‒
所 在 地

TEL

FAX ‒ ‒

インドネシアタイ

ベトナム

シンガポール

マレーシア

インド

メキシコ

講師紹介

タイ        
ベトナム  
代表取締役  橘内　進
公認会計士

監査法人トーマツ国内監査部門で会計監査業務に従事し、2003年に
BDOタイ事務所勤務をきっかけにタイ・東南アジアでの業務を開
始。2004年Asia Alliance Partner Co., Ltd.を設立し、その後ベトナム
事務所も開設。現在、タイ・ベトナム拠点合わせて約300名のスタッ
フを抱え、400社強の日系企業のアジア進出のサポートを行っている。

公認会計士／シンガポール勅許会計士／税理士

シンガポール  
代表取締役  伊藤 哲男

KPMGの東京事務所およびニューヨーク事務所にて東京証券取引所
上場会社の監査やSEC登録企業の監査を経験。2005年に帰国して独
立。国際会計、税務顧問、会計監査、コンサルティング、M&Aなど
幅広く会計関連業務を行う。2012年よりシンガポール・オフィスを立
ち上げ、SGX上場プロジェクトや日本企業の進出支援を行う。

公認会計士

インドネシア  
取締役  高倉 紘史

新日本監査法人で法定監査（製造業、金融機関）に従事。2013年から
日系会計事務所グループシンガポール拠点で進出支援業務を実施。そ
の後、タイのAsia Alliance Partner Co. Ltd.にて会計・監査業務の
コーディネートに従事した後、同社インドネシア拠点のPT. APM 
Japan Consutingに取締役兼現地責任者として異動し、現在に至る。

公認会計士

インド  
日本   （株）グローバル・ジャパン・コンサルティング

代表取締役   熊本 浩明

住友銀行（現三井住友銀行）での勤務経験の後、中央青山監査法人、
PwC香港事務所で、上場企業監査、国際財務報告基準（IFRS）導
入、連結経営支援、海外進出支援に携わる。2011年（株）グローバ
ル・ジャパン・コンサルティングを設立し、日本企業の海外事業展開
支援、海外子会社を含むグループ経営管理強化に取り組む。

代表取締役  日浦 庸介

新日本有限責任監査法人札幌事務所にて、法定監査、IPO支援や IFRS
導入支援等の非監査業務に従事。2014 年 9 月に来星し Ernst&Young 
LLP Singapore に現地採用として勤務。 その後 Phoenix Accounting 
シンガポール事務所に入社。日系クライアントに対し法人設立、会計・
税務支援を担当。2017 年からマレーシア事務所の責任者を兼務。公認会計士

マレーシア  

幼少期から 10 年以上スペイン、メキシコで生活をし、初等教育及び中
等教育を日本メキシコ学院で受ける。日本へ帰国後、大学卒業ののち、
日本の製造メーカーで 経理財務管理業務に 9年間従事し、約 5年間の
タイ国での駐在経験する。2015 年 7 月より Asia Alliance Partner Co., 
Ltd. に入社し、2015 年 8 月よりメキシコに赴任、メキ シコ事務所の責
任者として勤務し現在に至る。

メキシコ  
ゼネラル・マネージャー  加村 博彦

 は、日本に本部を置く、
日系会計事務所の国際ネットワークです。
近年、企業活動は急速に国際化しており、私たち会計事務所に対
する国際化ニーズも増大してきました。
こうしたニーズに、迅速かつ高いレベルでお応えするため、日本
及び海外に所在する、5つの日系会計事務所が合意し、2012年に

 を設立しました。
の会計事務所は、それぞれ専門分野を確立し、クライ

アントのニーズに高い水準で対応いたします。
また、 の会計事務所は全て日本人有資格者が常駐し、
日本語で迅速に対応いたします。

■本部組織 
■本部URL 
■本部所在地 日本（東京）
■海外所在国 タイ、インドネシア、シンガポール、
 ベトナム、インド
■日本所在地 東京、新潟、大宮、浜松、名古屋、徳島
■事務所数 14事務所（海外5、国内9）
■顧客数 約1700社
■売上高 約19億円
■従業員数 約600名

■本部組織 
■本部URL 
■本部所在地 日本（東京）
■海外所在国 タイ、インドネシア、シンガポール、
 ベトナム、インド
■日本所在地 東京、新潟、大宮、浜松、名古屋、徳島
■事務所数 14事務所（海外5、国内9）
■顧客数 約1700社
■売上高 約19億円
■従業員数 約600名

 は、日本に本部を置く、
日系会計事務所の国際ネットワークです。
近年、企業活動は急速に国際化しており、私たち会計事務所に対
する国際化ニーズも増大してきました。
こうしたニーズに、迅速かつ高いレベルでお応えするため、日本
及び海外に所在する、5つの日系会計事務所が合意し、2012年に

 を設立しました。
の会計事務所は、それぞれ専門分野を確立し、クライ

アントのニーズに高い水準で対応いたします。
また、 の会計事務所は全て日本人有資格者が常駐し、
日本語で迅速に対応いたします。

について

JR線
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分 
（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）

JR東京駅

JR有楽町駅

日比谷通り

晴
海
通
り

千代田線
日比谷駅

日比谷線日比谷駅 三田線日比谷駅 千代田線二重前橋駅

有楽町線有楽町駅

JR京葉線
東京駅

丸ノ内線銀座駅日比谷線・銀座線

銀座駅

銀座線京橋駅

地下鉄
有楽町線：有楽町駅（B1F地下コンコースにて連絡）
日比谷線：銀座駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩5分
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線：銀座駅より徒歩5分
銀座線　：銀座駅より徒歩7分／京橋駅より徒歩7分
三田線　：日比谷駅より徒歩5分

■会場：東京国際フォーラム　会議室

■住所：東京都千代田区丸の内３－５－１
              （ ）

会場案内

プログラム

受付開始

～ 開催挨拶 ■ 税理士法人トラスト  代表社員  田中 雄一郎

個別相談会・名刺交換～ 

～ 

～ 
海外子会社の経営管理強化ために何をすべきか
　　～海外子会社の経営実態把握と不正防止に必要な施策

■   (株)グローバル・ジャパン・コンサルティング  熊本 浩明

～ 閉会挨拶 ■   代表取締役  伊藤 哲男

第2部

第1部

■  マレーシア̶̶ 日浦 庸介
　

■  シンガポール̶̶ 伊藤 哲男
　

■  ベトナム̶̶ 橘内　進
　

■  メキシコ̶̶ 加村 博彦
　

■  インド̶̶ 熊本 浩明
　

■  タイ̶ ̶ 橘内　進
　

■  インドネシア̶̶ 高倉 紘史
　

（休憩10分）

｢各国在住専門家が伝えたい最新投資環境・会計・税務・法務トピックス」
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ベトナム（ホーチンミン）
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タイ（バンコク）

日本（東京）

ベトナム（ホーチンミン）
シンガポール

インドネシア（ジャカルタ）

タイ（バンコク）

日本（東京）

［差出人］

〒107- 0061
東京都港区北青山2-7-28  7階

参加費

無料

13：30～16：40
（受付開始13：00）

120名80名

16：30～17：00

国際会計事務所ネットワーク

現地在住専門家が語る、海外事業拡大と経営管理の最新情報

〈主　催〉 

東京国際フォーラム  会議室G701

13：30～16：30
（受付開始13：00）

令和元年10月31日（木）
13：30～16：30
（受付開始13：00）

〈事務局〉 税理士法人トラスト
東京都千代田区麹町3-3
丸増麹町ビル6F
TEL. 03-3288-5670
　

〈事務局〉 税理士法人トラスト
東京都千代田区麹町3-3
丸増麹町ビル6F
TEL. 03-3288-5670
　

アセアン・インド・メキシコ
               勝ち残るための心得
アセアン・インド・メキシコ
               勝ち残るための心得

東東 京京 開開 催催

令和元年10月31日（木）

［定　　　員］

［開 催 場 所］

［講　　　演］

［開　催　日］

［開 催 場 所］

［開　催　日］

セミナー　参加申込書

WEBによるお申込 
　　　FAXによるお申込 03-3288-5679
　　　メールによるお申込 seminar@hayabusa.jpn.com

誤ってご案内が届いてしまった場合や今後このようなセミナーのご案内が不要な場合にはデータを削除いたしますので、お手数ですが□にチェックを入
れて上記ＦＡＸ番号までご返信くださいますようお願い申し上げます。

ご記入頂きました情報は弊社個人情報保護方針に基づき適切に取扱い、管理し、イベント情報を提供する為に使用致します。
本目的以外での流用、第三者への開示は一切ございません。

所　属

お名前

役　 職

Eメール
ふりがな1

所　属

お名前

役　 職

Eメール
ふりがな2

受講お申込者 ※原則、各社2名までの参加とさせて頂きます。
※会場収容人数の都合上、参加をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

受講料：無料 会　場：東京国際フォーラム  会議室G701
主　催：

令和元年 10月31日（木） 16：30～17：00

個別相談会　参加申込書

●相談希望の国名にチェックをいれて下さい。

個別相談会への参加を希望します。 個別相談会は定員が僅かとなっております。
お申込み多数の場合には、別途日程を調整させて頂くことがございます。

令和元年10月31日（木） 13：30～16：30（受付開始13：00）
●お申込を受付後、受付確認メールをお送りいたします。

貴 社 名

〒 ‒ ‒ ‒
所 在 地

TEL

FAX ‒ ‒

インドネシアタイ

ベトナム

シンガポール

マレーシア

インド

メキシコ

講師紹介

タイ        Asia Alliance Partner Co., Ltd.

ベトナム  Asia Alliance Partner (Vietnam) Co., Ltd.

代表取締役  橘内　進
公認会計士
http://www.aapth.com

監査法人トーマツ国内監査部門で会計監査業務に従事し、2003年に
BDOタイ事務所勤務をきっかけにタイ・東南アジアでの業務を開
始。2004年Asia Alliance Partner Co., Ltd.を設立し、その後ベトナム
事務所も開設。現在、タイ・ベトナム拠点合わせて約300名のスタッ
フを抱え、400社強の日系企業のアジア進出のサポートを行っている。

公認会計士／シンガポール勅許会計士／税理士
https://sg.px-acc.com

シンガポール  Phoenix Accounting Singapore Pte Ltd

代表取締役  伊藤 哲男

KPMGの東京事務所およびニューヨーク事務所にて東京証券取引所
上場会社の監査やSEC登録企業の監査を経験。2005年に帰国して独
立。国際会計、税務顧問、会計監査、コンサルティング、M&Aなど
幅広く会計関連業務を行う。2012年よりシンガポール・オフィスを立
ち上げ、SGX上場プロジェクトや日本企業の進出支援を行う。

公認会計士
http://www.apmjapan.co.id/

インドネシア  PT.APM Japan Consulting

取締役  高倉 紘史

新日本監査法人で法定監査（製造業、金融機関）に従事。2013年から
日系会計事務所グループシンガポール拠点で進出支援業務を実施。そ
の後、タイのAsia Alliance Partner Co. Ltd.にて会計・監査業務の
コーディネートに従事した後、同社インドネシア拠点のPT. APM 
Japan Consutingに取締役兼現地責任者として異動し、現在に至る。

公認会計士
http://g-japan.com

インド  Global Japan AAP Consulting Pte Ltd

日本   （株）グローバル・ジャパン・コンサルティング

代表取締役   熊本 浩明

住友銀行（現三井住友銀行）での勤務経験の後、中央青山監査法人、
PwC香港事務所で、上場企業監査、国際財務報告基準（IFRS）導
入、連結経営支援、海外進出支援に携わる。2011年（株）グローバ
ル・ジャパン・コンサルティングを設立し、日本企業の海外事業展開
支援、海外子会社を含むグループ経営管理強化に取り組む。

代表取締役  日浦 庸介

新日本有限責任監査法人札幌事務所にて、法定監査、IPO支援や IFRS
導入支援等の非監査業務に従事。2014 年 9 月に来星し Ernst&Young 
LLP Singapore に現地採用として勤務。 その後 Phoenix Accounting 
シンガポール事務所に入社。日系クライアントに対し法人設立、会計・
税務支援を担当。2017 年からマレーシア事務所の責任者を兼務。公認会計士

https://my.px-acc.com/

マレーシア  Hayabusa Consulting Malaysia Sdn. Bhd.

幼少期から 10 年以上スペイン、メキシコで生活をし、初等教育及び中
等教育を日本メキシコ学院で受ける。日本へ帰国後、大学卒業ののち、
日本の製造メーカーで 経理財務管理業務に 9年間従事し、約 5年間の
タイ国での駐在経験する。2015 年 7 月より Asia Alliance Partner Co., 
Ltd. に入社し、2015 年 8 月よりメキシコに赴任、メキ シコ事務所の責
任者として勤務し現在に至る。http://aapmx.com/

メキシコ  Asia Alliance Partner Mexico S de R.L de C.V.

ゼネラル・マネージャー  加村 博彦

Hayabusa International は、日本に本部を置く、
日系会計事務所の国際ネットワークです。
近年、企業活動は急速に国際化しており、私たち会計事務所に対
する国際化ニーズも増大してきました。
こうしたニーズに、迅速かつ高いレベルでお応えするため、日本
及び海外に所在する、5つの日系会計事務所が合意し、2012年に
Hayabusa International を設立しました。
Hayabusaの会計事務所は、それぞれ専門分野を確立し、クライ
アントのニーズに高い水準で対応いたします。
また、Hayabusaの会計事務所は全て日本人有資格者が常駐し、
日本語で迅速に対応いたします。

■本部組織 Hayabusa International LLC.

■本部URL http://hayabusa.jpn.com

■本部所在地 日本（東京）
■海外所在国 タイ、インドネシア、シンガポール、
 ベトナム、インド
■日本所在地 東京、新潟、大宮、浜松、名古屋、徳島
■事務所数 14事務所（海外5、国内9）
■顧客数 約1700社
■売上高 約19億円
■従業員数 約600名

■本部組織 Hayabusa International LLC.

■本部URL http://hayabusa.jpn.com

■本部所在地 日本（東京）
■海外所在国 タイ、インドネシア、シンガポール、
 ベトナム、インド
■日本所在地 東京、新潟、大宮、浜松、名古屋、徳島
■事務所数 14事務所（海外5、国内9）
■顧客数 約1700社
■売上高 約19億円
■従業員数 約600名

Hayabusa International は、日本に本部を置く、
日系会計事務所の国際ネットワークです。
近年、企業活動は急速に国際化しており、私たち会計事務所に対
する国際化ニーズも増大してきました。
こうしたニーズに、迅速かつ高いレベルでお応えするため、日本
及び海外に所在する、5つの日系会計事務所が合意し、2012年に
Hayabusa International を設立しました。
Hayabusaの会計事務所は、それぞれ専門分野を確立し、クライ
アントのニーズに高い水準で対応いたします。
また、Hayabusaの会計事務所は全て日本人有資格者が常駐し、
日本語で迅速に対応いたします。

(as of October 31, 2016)

Hayabusa Internationalについて

About us Group Overview

JR線
有楽町駅より徒歩1分
東京駅より徒歩5分 
（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）

JR東京駅

JR有楽町駅

日比谷通り

晴
海
通
り

千代田線
日比谷駅

日比谷線日比谷駅 三田線日比谷駅 千代田線二重前橋駅

有楽町線有楽町駅

JR京葉線
東京駅

丸ノ内線銀座駅日比谷線・銀座線

銀座駅

銀座線京橋駅

ABCD

G

地下鉄
有楽町線：有楽町駅（B1F地下コンコースにて連絡）
日比谷線：銀座駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩5分
千代田線：二重橋前駅より徒歩5分／日比谷駅より徒歩7分
丸ノ内線：銀座駅より徒歩5分
銀座線　：銀座駅より徒歩7分／京橋駅より徒歩7分
三田線　：日比谷駅より徒歩5分

■会場：東京国際フォーラム　会議室G701

■住所：東京都千代田区丸の内３－５－１
              （TEL 03-5221-9000）

会場案内

プログラム

13 : 00 受付開始

13 : 30 ～ 13 : 35 開催挨拶 ■ 税理士法人トラスト  代表社員  田中 雄一郎

個別相談会・名刺交換16 : 30 ～ 17 : 00

13 : 35 ～ 16 : 00

16 : 00 ～ 16 : 25

海外子会社の経営管理強化ために何をすべきか
　　～海外子会社の経営実態把握と不正防止に必要な施策

■   (株)グローバル・ジャパン・コンサルティング  熊本 浩明

16: 25 ～ 16 : 30 閉会挨拶 ■ Phoenix Accounting Singapore Pte Ltd  代表取締役  伊藤 哲男

第2部

第1部

■  マレーシア̶̶ 日浦 庸介
　 (Hayabusa Consulting Malaysia Sdn. Bhd.)

■  シンガポール̶̶ 伊藤 哲男
　 (Phoenix Accounting Singapore Pte Ltd)

■  ベトナム̶̶ 橘内　進
　 (Asia Alliance Partner (Vietnam) Co., Ltd.)

■  メキシコ̶̶ 加村 博彦
　 (Asia Alliance Partner Mexico S de R.L de C.V.)

■  インド̶̶ 熊本 浩明
　 (Global Japan AAP Consulting Pte Ltd)

■  タイ̶ ̶ 橘内　進
　 (Asia Alliance Partner Co., Ltd.)

■  インドネシア̶̶ 高倉 紘史
　 (PT.APM Japan Consulting)

（休憩10分）

｢各国在住専門家が伝えたい最新投資環境・会計・税務・法務トピックス」


