
ごあいさつ

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます このたび

KPMG オートモーティブセミナー
～グローバルトレンドの最新動向～

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 このたび
ングでは、「KPMGオートモーティブセミナー」を開催する運びとなりま
し上げます。

自動車業界では益々グローバル化が進行するとともに、クルマが常
続する「つながるクルマ（コネクティッドカー）」の登場により、新たな
ンが次々と生まれています。本セミナーでは、自動車業界の今後
題・対策について解説いたします。時節柄、ご多用のこととは存じま
を心よりお待ち申し上げます。

プログラム

13:30～13:35
ご挨拶

KPMGコンサルティング株式会社 Automotive統

13:35～14:15

OEM／サプライヤーのビジネスモデルの変化
KPMG Global Automotive Survey2016の結果を紐解

ケートの結果も交えつつ自動車業界において想定される
について解説します。

KPMG ンサルテ ング株式会社KPMGコンサルティング株式会社

14:15～14:55

求められるグローバルオペレーションと情報シ
事業の急速なグローバル化の過程において、現地で生産
を優先し、海外子会社の管理や意思決定を迅速かつ正
管理体制・基盤が整っていないケースが多く見受けられ
ニーズや環境問題への対応、サプライチェーンのグロー
で、グループ管理基盤の強化からグローバル統合管理と
説します。

KPMGコンサルティング株式会社

14:55～15:15 休憩（20分）

15:15～15:55

新興国マーケットへの攻略における課題と対応
アジアからインド、さらに西方へ新興国の力点はシフトし
ケットで戦うための鍵は何か。地理的な要所であるインド
説します。

KPMGインド 日系企業アドバイザリー統括

コネクティッドカーとセキュリティエコシステム
自動車に搭載されたシステムは様々な機能とサービス
ワーク越しに攻撃されるサイバーリスクも増加していま15:55～16:35 ワーク越しに攻撃されるサイバーリスクも増加していま
様々なサプライヤーにより構成される自動車業界がサイ
ために形成すべきセキュリティエコシステムについて解説

KPMGコンサルティング株式会社

16:35～17:15

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）
オペレーションへのインパクト

製造現場では既に導入が進んでいるロボットやAIの技
RPAと呼ばれホワイトカラー業務にも拡大しつつあり、飛
つあります。本セッションではRPAの動向とそのインパクト
施すべき対応について解説します
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施すべき対応について解説します。
KPMGコン

シェアードサービス・アウトソーシングアドバ
統括

17:15～ 懇親会
講師を交えた懇親会（参加費無料）を予定しておりますので、お気軽に

び KPMGコンサルティ

ー

開催概要

主催： KPMGコンサルティング株式会社

び、KPMGコンサルティ
ましたので、ご案内申

常時インターネットに接
なサービスソリューショ
後の見通しや新たな課
ますが、皆様のご参加

敬具

開催日時

2016年3月9日（水）

13:30～17:15 （受付開始13:00）

対象

役員または経営企画部門、情報システム
部門、財務部門の方

統括パートナー 松永直樹

化
解きながら、消費者アン

るビジネスモデルの変化

社 デ レクタ 奥村 優

定員・参加費

150名（無料）
定員になり次第、締切とさせていただきます。

申込方法

下記のWebサイトよりお申込みください。

www.kpmg.com/jp/0309-ams
社 ディレクター 奥村 優

システムの対応
産・供給体制の早期立上
正確に行えるだけの経営
れます。多様なマーケット
ーバル化が求められる中
といった対応について解

ディレクター 土井 龍太

※開催日の1週間前までに受講票をeメールに

てお送りいたします。

会場

あずさ監査法人

東京事務所（飯田橋） 3階研修室

〒162-8551 

新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル

応
ています。これらのマー

ドの現場からの視点で解

括 ディレクター 乾 太輔

を提供する一方、ネット
ます 本セッションではます。本セッションでは、
バーリスクに立ち向かう

説します。

ディレクター 小川 真毅

）がもたらす

技術が、海外においては
飛躍的な効果を達成しつ
トおよび企業において実

JR「飯田橋駅」東口・西口より徒歩8分
東京メトロ「飯田橋駅」B4b出口または
C1出口より徒歩3分

ember firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

ンサルティング株式会社
バイザリー（SSOA） CoE
括パートナー 田中 淳一

にご参加ください。

※内容および講師等は変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または
中止する場合がございます。



講師紹介

KPMGコンサルティング株式会社

SSOA CoE 統括パートナー 田中 淳一SSOA CoE 統括パ トナ 田中 淳

コーポレートトランスフォーメーション、業務改革・ターゲットオペ

変革を専門領域とし、生産財製造・消費財製造・サービス・航空

する、コンサルティングプロジェクトを、25年の間、手掛けている

外資系および国内コンサルティング会社にてパートナーを歴任

任。

SSOA CoEは、企業変革の実現とシェアードサービス・アウトソ

KPMGコンサルティング株式会社

ディレクター 奥村 優

自動車業界を中心に内部統制の構築・評価支援や海外子会

社管理体制構築支援、内部監査体制構築・監査実施支援等

を担当

日本の更なる発展に企業・業界レベルから貢献することを目的

を担当。

情報システム化計画の評価／立案や情報システムの投資効

果測定、ITコスト分析、ITベンダー／製品の評価・選定支援、

マーケットペネトレーション戦略策定支援、情報セキュリティ

態勢構築支援、内部統制構築支援等について15年以上の

経験を有する。

KPMGインド

ディレクター 乾 太輔

中国、東南アジアでの製造業支援において、10年近い業務

経験を有する。2010年より、インドでの日系企業支援に参加

し、2015年4月より、アドバイザリー統括として、デリーを拠点

に全インドを担当する。新興国における成長戦略／製品・

サービス戦略策定、およびSCM、コスト削減など、新興国進

出に関わる幅広いテーマのプロジェクトに従事。

お問合せ先

www.kpmg.com/jp/kc

KPMGコンサルティング株式会社

TEL：03-3548-5111
marketing-kc@jp.kpmg.com

ペレーティングモデル構築、新規事業戦略策定及び実行支援、デジタル

空・物流・旅行・保険業・電力インフラなど様々な業界のクライアントに対

る。

任後、KPMGコンサルティングにおいてSSOA CoE統括パートナーに就

ソーシングの再活性化およびバックオフィス業務革新を主なテーマとして、

KPMGコンサルティング株式会社

ディレクター 土井 龍太

外資系コンサルティングファームにて、15年以上のコンサル

ティング経験を有し、自動車OEMを中心に、グローバルIT戦

略立案 財務 管理会計領域やSC 領域 S 導入など

とし、コンサルティングサービスを提供。

略立案、財務・管理会計領域やSCM領域のSAP導入などの

プロジェクトに従事。インド・タイ・オーストラリア・インドネシアな

どへのSAP導入経験などグローバル展開について、豊富な経

験を有する。

KPMGコンサルティング株式会社

ディレクター 小川 真毅

サイバーセキュリティ業界で15年以上の職務経験を有する。

グローバル企業クライアントを中心に、サイバーセキュリティ戦

略立案、リスクマネジメント、ポリシー策定、セキュリティ監視、

インシデント対応、コンプライアンスなど様々なプロジェクトに

幅広く従事。KPMG入社以前は、複数の外資系大手ITセキュリ

ティ事業者の国内スタートアップメンバーとして、コンサルティン

グビジネスの立ち上げから拡大までの中心的な役割を果たす。

＜資格＞ CISSP／CISA／CISM／CBCI／PMP／MBA

ご提供いただく個人情報の利用目的等につきましては、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/ja/pages/privacy.aspx）をご覧ください。
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