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開
催
概
要

2020年8月5日（水）タイ時間13:30～16:00　日本時間15:30～18:00日 時

無料参加費 日本語言語 WEB会議システム（ZOOM）を利用したオンラインセミナーWebinar

対象  在タイ日系企業の経営者様・人事責任者様、日本本社の海外事業部、グローバル人事、経営企画の皆様 
日時  2020年8月5日（水） 【タイ時間13:30～16:00／日本時間15:30～18:00】
Webinar開催  WEB会議システム（ZOOM）を利用したオンラインセミナーです。 
　　　　　　   お申込いただきました方へアクセス用URLをお送りいたします。 
参加費 無料　　　　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/2YeTZow
問い合わせ info_thai@beyond-g.com 
※当事務所は本セミナーにおいて、タイ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、タイ法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。

セ
ミ
ナ
ー
内
容

講演者：beyond global グループ  President & CEO　森田 英一

セッション 講演1

講演者：西村あさひ法律事務所 バンコク事務所代表　弁護士　小原 英志

セッション 講演 タイにおける労務問題のケーススタディと対応策

継続的な業績向上を実現する人事制度変革のステップ
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講演者：beyond global (Thailand) Co., Ltd. 　Managing Director　増田 賢一朗

講演者：森田 英一 ・ 弁護士 小原英志 ・ 増田 賢一朗

セッション 講演 優秀なタイ人の離職率低下に繋げる、人事制度の運用とは3

タイ労務問題に関するQ&Aセッションセッション4

～人事コンサルタントと弁護士がタッグを組んで
伝授～

昨今のコロナショックを踏まえて、
東南アジアで再燃している「人材の現地化」に向けた機運。

高騰する人件費に見合う成果への期待と、
ローカルスタッフへのマネジメントの権限移譲は、喫緊の課題となっています。

「人材の現地化」を進めるキーファクターは、3つあると考えています。 
①メリハリをつけた人事制度の構築
②ローカルスタッフ主体の人事制度の運用の徹底
③ローカルスタッフに権限移譲するサクセション・プランニング

また、タイは労使紛争に繋がる労務問題も多く、
人事管理においては「守り」の要素も必要になってきます。

今回のオンラインセミナーでは、
西村あさひ法律事務所 バンコク事務所代表の小原弁護士をお招きし、ケーススタディを通して、
労務問題の多いタイにおける効果的な組織・人事戦略についてお伝えします。

昨今のコロナショックを踏まえて、
東南アジアで再燃している「人材の現地化」に向けた機運。

高騰する人件費に見合う成果への期待と、
ローカルスタッフへのマネジメントの権限移譲は、喫緊の課題となっています。

「人材の現地化」を進めるキーファクターは、3つあると考えています。 
①メリハリをつけた人事制度の構築
②ローカルスタッフ主体の人事制度の運用の徹底
③ローカルスタッフに権限移譲するサクセション・プランニング

また、タイは労使紛争に繋がる労務問題も多く、
人事管理においては「守り」の要素も必要になってきます。

今回のオンラインセミナーでは、
西村あさひ法律事務所 バンコク事務所代表の小原弁護士をお招きし、ケーススタディを通して、
労務問題の多いタイにおける効果的な組織・人事戦略についてお伝えします。

労務問題の多いタイにおける
効果的な組織・人事戦略 

※ご同業の方のお申し込みはご遠慮ください。



講演者プロフィール
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Unit 1607/1, 16th Floor, Athenee Tower, 63 Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

西村あさひ法律事務所
バンコク事務所

beyond global グループ President & CEO
(株)シェイク 創業社長・現フェロー

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。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。

タイ拠点 連絡先

  e-mail  info_thai@beyond-g.com

2 Jasmine Building, 22nd Floor, Soi Sukhumvit 23
 (Prasarnmitr) Sukhumvit Road, North Klongtoey, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand

※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）の教育・研修
　部門で最優秀賞受賞。

森田 英一 Eiichi Morita

西村あさひ法律事務所
バンコク事務所代表・パートナー

1998年上智大学法学部国際関係法学
科卒業。2003年日本法弁護士登録。
2008年ミシガン大学ロースクール卒
業。2009年アメリカ合衆国ニューヨー
ク州法弁護士登録。
2011年よりタイ バンコクに赴任し、
2013年バンコク事務所を設立し、現職。
タイをベースにM&A、労務、国際取
引、コンプライアンス等の案件に多く
携わる。
著書として「アジア進出・撤退の労務」
「タイのトレンド」など。

小原 英志 Hideshi Obara

beyond global (Thailand) Co., Ltd.
Managing Director

2005年、株式会社リクルートに入社。 
人材サービス事業、ITを活用した販売
促進支援の新規事業に携わる。3年目
にチームリーダーに昇格後、上海拠点
の立ち上げにも参画。リクルート在籍
中、MVP4回、社長賞5回、チームマネ
ジメント賞4回受賞。2008年より、組
織・人事コンサルティング、次世代リー
ダー育成を行う株式会社シェイクに転
職。人材育成パートナーとして、組織変
革・社員の行動変容を追求する。その
後、人と組織のグローバル化に貢献す
べくbeyond global groupに参画
し、 beyond global (Thailand) 
Co., Ltd.をタイ バンコクに設立。

増田 賢一朗 Kenichiro Masuda

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 ELECTRON-
ICS, Taiyo Technology等（公開可能な取引先名一部、順不同・敬称略）

beyond globalグループ主要取引先(一部)


