
     アジアビジネスセミナー2019 in 上海 

             「今後のアジアビジネスの飛躍と 

                中国ビジネスの転換期」 
  
                                            参加費：無料 定員：50名 

 

 

中国・アジアセミナー  14:00 ～ 18:00 （ 受付開始：13：30 ～ ） 

「今後のアジアビジネスの飛躍と中国ビジネスの転換期」       

14:00 ～ 14:50  第一部「中国ビジネスの転換期」～中国新ビジネスに乗り遅れないために～ 

              講師：マイツグループ CEO 池田 博義 

14:50 ～ 15:00    休憩 

15:00 ～ 17:40  第二部 パネルディスカッション「今後のアジアビジネスの飛躍と中国の関係」 

                        ～現地事務所が感じるビジネス最前線～ 

15:00 ～ 16:15  前半「先進国から見た今後のアジアビジネスの飛躍と中国の関係」 

            パネル国：中国、タイ、マレーシア、台湾、フィリピン、シンガポール 

16:15 ～ 16:25    休憩 

16:25 ～ 17:40  後半「新興国から見た今後のアジアビジネスの飛躍と中国の関係」 

            パネル国：中国、インドネシア、フィリピン、インド、ベトナム 

17:40 ～ 17:55    名刺交換会 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

 
〒200030 
上海市徐匯区淮海西路1号 上海西華酒店5階 琥珀厅 
※地下鉄 交通大学（10号線、11号線、3号出口徒歩1分） 
 
 

会
場 

［お問合せ先］ 
マイツグループ 
中国側 上海マイツ      浦西事務所  村田（むらた）須藤（すどう） 
TEL +86-(0)21-6448-8585（内線376、133）FAX +86-(0)21-6448-3830 
日本側 株式会社マイツ  東京事務所    
T E L：03-6261-5323   F A X：03-6261-5324 

昨年から中国と米国間での貿易摩擦が、今年に入りさらに激化している影響で、日本企業への影響
が少なからず出てきています。今回のセミナーでは、中国の現場からみた現状及び今後の展望・影
響を紹介します。また、海外進出の成功の明暗を分けるポイントを他国の投資環境や制度(法制度、
税制度)等を比較しながら アジア現地で活躍している専門家がパネルディスカッション形式で紹介
します。中国からみたアジア全体の動きに関心のある方はこの機会に是非ご参加ください。 

アジア9カ国の 
現地専門家が 
   大集合！  

主催  マイツグループ 

開催日 2019年 8月 29日(木) 



 
 
 
 

参加メンバー   

貴 社 名 

御 部 署 

御 役 職 

御 氏 名 

御 住 所 

TEL      －       －                    FAX      －       － 

E-mail 

以下内容をご記載頂きメールでお申込みください。 

 
 
 
 

【中国】マイツグループCEO 池田 博義 氏 
1971 年、同志社大学経済学部卒業。1975年公認会計士資格取得と同時に池

田公認会計士事務所、税理士池田博義事務所を開設。1987年に株式会社マイ

ツを設立、代表取締役に就任。1993年に中国・上海に進出、翌年株式会社マ

イツ上海代表処を開設、首席代表に就任。その後中国沿岸部を中心に10拠点

の事業所を展開、2011年には中国・アジア進出支援機構を設立。現在は、日

本、中国に2,900 社超、社員数380名強の中国に進出する会計事務所系コン

サルティング会社の最大手となる成長を遂げた。マイツグループＣＥＯ。税

理士法人マイツ代表社員 

【ベトナム】CaN International Advisory 
           ディレクター 山岡 靖 氏 
税法等の講師、中堅の会計事務所勤務を経て、2011年、 
SCS Global Group の日本法人に参画。シンガポールや 
香港での地域統括会社の設置に係るタックスストラクチャ 
リング、アジア各国への投資に係るF/S業務を行う一方で、 
大手銀行でのアジア投資に関する研修講師を務める。 
2013年、CaN International Advisory 株式会社に入社。 
専門は税務で、特に国際税務について豊富な実績を有する。 

【インドネシア】 (株)フューチャーワークス 
          （マイツグループ）                     

                            代表 中村 正英 氏 

2008 年 株式会社フューチャーワークス設立 

     中村正英公認会計士事務所 

     中村正英税理士事務所開設 

2011 年 PT. FutureWorks Indonesia Jaya 設立 

【台湾】NISHIKAWA ASSOCIATES 

                   代表 西川 靖章 氏 

1991年デフタパートナーズ入社 

1993年pricewaterhousecoopers入社 

1999年pricewaterhousecoopers台北事務所駐在 

2005年Nishikawa Associates Group 設立 

【フィリピン】ES NETWORKS PHILIPPINES INC. 
        (旧TERADATRUST ADVISORY INC.）               
            代表 寺田 未来 氏 

2004 年 東京三菱銀行入行 

2009 年 SCS Global Business Solutions, Inc.入所 

2012 年 Teradatrust Advisory Inc.設立 

【フィリピン】JAPAN QUALITY BUSINESS SOLUTIONS INC. 

          日本経営グループ   金光 淳規 氏 
公認会計士としてあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査
法人）にて、東証一部上場企業・外資系企業の日本法人等の監
査業務等を中心に従事した後、英会話事業を主体とする、株式
会社Grand Line を設立。現在では、フィリピンでの英会話事
業スタートアップの経験と公認会計士としての知見を活かし、
2018年より主に日系企業を顧客とした記帳代行・税務申告
サービス等を行うJapanQualityBusinessSolutionsInc.を設立 

【マレーシア】Russell Bedford Malaysia      
        シニアマネージャー 岩﨑 果苗  氏 
 
慶應義塾大学経済学部卒。早稲田大学大学院国際情報通
信研究科修士課程修了。米国公認会計士試験合格者。
2012年からラッセルベッドフォードマレーシアに在籍。
監査・記帳代行・税務業務等に従事後、現在は日系クラ
イアント企業約200社をサポートする日系サービス部門
のシニアマネージャーを務める。 

以下内容にご記載頂きメール(shanghai-seminar@myts-cn.com)でご返信ください 

【タイ】アジア・アライアンス・パートナー  
     ダイレクター  チャクリット  
                                 プンパイサンチャイ 氏 
 
 2006年    一橋大学経済学博士課程卒 
 2007－10年  Amata Corporation PLC,  
        Kasikorn Bank PLCにて日系企業担当 
 2010年     Asia Alliance Partner Co.,Ltd.入社 
 2011年             AAP Capital Co., Ltd. 代表 

【インド】日本経営グループ インド事務所 
               古東  翔二朗 氏 
2013年、税理士法人日本経営（現 日本経営ウィル税理士法
人）に 入社。主に税務顧問・財務コンサルティング業務に
従事し、2016年よりタイの提携事務所に2年間出向。日系
企業の進出支援や記帳代行サービス、保険業務の日本人コー
ディネーター業務を行う。2018年よりインド（デリー／グ
ルガオン）へ赴任。現在インドの提携事務所にデスクを置き、
日系企業の対応を行っている。 

【シンガポール】YS PARTNERS PTE.LTD. 
           Managing Director 重本 良実  氏 

 2010 年 重本公認会計士事務所設立 

 2012 年 シンガポールにおいてA.I.NETWORK 

              SINGAPORE PTE. LTD.開業 

 2014 年 A.I.N Group との関係を解消し、 

              YS PARTNERSPTE.LTD.に社名を変更 

【個人情報の取り扱いについて】 
ご記入いただいた個人情報は、セミナー開催に関するご案内 、サービスに関する情報のご提供また、ご本人の事前の同意なく第三者に提供することはございません。 


