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アジア駐在員入門／ビジネス法務塾／ウェビナーシリーズのご案内 

 

 

 国内における内需の縮小や競争の激化により、新しい市場を求めて企業の代償を問わず多く
の企業が海外に進出しています。現地国での市場拡大、ビジネス成長のスピードアップが日本
本社から大きく期待される中、競争に勝ち抜くための経営資源は営業・マーケティングなどに
集中し、現地法人のバックオフィス運営体制の構築はどうしても後手になりがちですが、ビジ
ネスがグローバル規模になればなるほど、世界的観点でも会社を健全に運営するための法制度
は年々厳しさを増しています。特に近年アジア国においては、法令遵守（コンプライアンス）
が日本以上に厳しくなってきていることから、駐在員として求められるのは「ビジネスの成
長」だけではなく、「ビジネスを成長させながら複雑で頻繁に変わる法制度に柔軟に対応しなが
ら現地法人を運営する」ことにシフトしつつあります。 

 今回、One Asia Lawyers Group／弁護士法人One Asiaにおいては、主に東南アジア／南インド／
オセアニア地域各国に新たに赴任された駐在員の方、取締役の方、契約担当者の方、またはそ
のような方を日本から支援する法務部・コンプライアンス部・海外事業部の方向けに、ビジネ
ス法務塾ウェビナーシリーズを開催いたします。 

 当ウェビナーは、東南アジア／南インド／オセアニア地域各国駐在員、取締役、契約担当者
の方々向けに、各国のビジネス慣習およびビジネスに関連した法律の知識を習得することを目
的としており、当該ウェビナーを受講していただければ、各国における法務の基本的な知識を
網羅的に理解できる内容となっております。特に、当セミナーでは、単なる法律知識の習得に
限らず、ローカル企業との交渉方法、ローカル人材の労務管理方法、アジア諸国における債権
管理方法など、ビジネスの観点から必須となる実践的な情報を提供いたします。 

 特にCovid 19の影響などを受けて数多くの企業がリモートワークを余儀なくされており、リモ
ートワークの中でもどのように各国の会社のマネージメント層が労働者の管理・監督を行って
いかなければならないかにフォーカスして講義を行います。 

 

開催概要 

・日時：いずれも日本時間３時から６時（10分休憩） 

2022年1月14日（金）：シンガポール  

2022年1月21日（金）：タイ 

2022年1月28日（金）：マレーシア 

2022年2月4日（金）：ベトナム 

2022年2月10日（木）：インドネシア 

2022年2月18日（金）：フィリピン 

2022年2月25日（金）：カンボジア 

2022年3月4日（金）：ラオス 

2022年3月11日（金）：ミャンマー 

2022年3月18日（金）：ニュージーランド・オーストラリア 

2022年3月25日（金）：インド・南アジア 

 

セミナー内容（※内容は各国のよって若干異なる場合がございます） 

１ ビジネス慣習（各国の商習慣、法体系・歴史、ローカル企業との交渉方法等） 

２ 現地法人の管理方法（各国の会社法の概要、直近の会社法改正点、日本の会社との管理方
法の相違点、取締役の義務、コロナ禍における取締役が留意すべき義務等） 

３ 労務管理（各国の労働法の概要・直近の労働法改正点、労働契約管理方法、ハラスメント
防止方法、当局との対応方法、コロナ禍における労働者の管理方法等） 

４ 情報管理（各国の個人情報保護法・直近の摘発事例、当局との対応方法等） 

５ 競争法管理（各国の競争法の概要、違反事例と防止制度構築方法、当局との対応方法等） 

６ コンプライアンス管理（各国における贈収賄を防止制度・内部通報制度構築方法等） 
７ 債権管理（各国において債権回収を確実に行う方法・担保の取得方法、紛争解決制度等） 

８ 知的財産管理（各国における商標・著作権管理方法等） 



 

 

スピーカー：One Asia Lawyers Group 現地弁護士 

言語：日本語 

会場：Zoom ウェビナー 

参加費：無料 

 

参加方法：下記 URL から事前登録をお願い致します。登録完了後、視聴リンクをご送付します。 

 

 

※事前登録が完了しますと確認メールが自動送信されます。 

※お申込に係る個人情報は、本ウェビナーの受付事務および今後のウェビナーのご案内に利用し、

他には利用しません。 

 

■One Asia Lawyers Group においては、2022 年も数々のウェビナーを予定しております。また、企

業の方のご要望に合わせて、セミナー・ウェビナーを開催することも可能ですので、ご興味のあ

る方はお気軽にお問い合わせください。 

seminar@oneasia.legal 
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Introduction to Expatriates in Asia / Legal Practice Seminar for Business /OAL Webinar Series 

 

As domestic demand shrinks and competition intensifies in Japan, many companies, regardless of their 

compensation, are expanding overseas in search of new markets. While the head office in Japan expect local 

subsidiaries to expand the market and speed up business growth in the local country, management resources 

to survive the competition tend to be concentrated on sales and marketing, and the establishment of back-

office management systems for local subsidiaries tends to end up behind with everything. However, as 

business becomes more global in scale, the legal system to ensure the proper operation of a company is 

becoming stricter every year from a global perspective. In recent years, compliance, especially in Asian 

countries, has become even more stringent than that in Japan, and what is required of expatriates is sifting 

not only "business growth" but also "managing a local subsidiary with the flexible response in accordance 

with legal systems which is complex and frequently changes, while growing the business." 

This time, One Asia Lawyers Group /Bengoshi Hojin One Asia will hold a Legal Practice Seminar for 
Business for expatriates, directors, and contract managers who have been newly assigned to countries 

in Southeast Asia, South India, and Oceania, as well as for legal departments, compliance departments, 

and overseas business departments that support such people from Japan.  

This webinar series is designed for expatriates, directors, and contract managers in Southeast Asia, South 

India, and Oceania to acquire knowledge of business practices and laws related to business in each country. 

The webinar will provide you with a comprehensive understanding of the basic legal knowledge in each 

country. Especially, the webinar is not limited to the mere acquisition of legal knowledge but also provides 

practical information that is essential from a business perspective, such as how to negotiate with local 

companies, how to manage the labor of local personnel, and how to manage receivables in Asian countries. 

In particular, due to the impact of Covid 19 and other factors, many companies are forced to work remotely, 

and we will focus on how the management of companies in each country must manage and supervise their 

workers while working remotely in this seminar series. 

 

Date and Time 

Date is depending on the country/region, but all are held from 3PM to 6PM in JST (10 minute break) 

Friday 14th January 2022：Singapore  

Friday 21st January 2022：Thailand 

Friday 28th January 2022：Malaysia 

Friday 4th February 2022：Vietnam 

Thursday 10th February 2022：Indonesia 

Friday 18th February 2022：Philippine 

Friday 25th February 2022：Cambodia 

Friday 4th March 2022：Laos 

Friday 11th March 2022：Myanmar 

Friday 18th March 2022：New Zealand/Australia  

Friday 25th March 2022：India/South Asia 

 

Seminar Detail（※Contents may be different in each region/country.） 

1. Business Customs（Commercial customs, legal system/history, negotiation method with local 

companies in each country, etc.） 

2. Measure to Manage Local Companies（Summary of Company Act in each country, the latest 

amendment of Company Act, the difference with Company Act in Japan,  director's obligation, the 

obligation that the directors should be aware of under the COVID-19 pandemic, etc.） 

3. Labor Management（Summary of Labor Law/the latest amendments of Labor law in each country,  

the management of labor contracts, the prevention method of harassment, the response to the relevant 

authorities and the management method of workers under COVID-19 pandemic, etc.） 
4. Information Management（Personal Data Protection Act/the latest detected case in each country and 

the response to the relevant authorities, etc.） 

5. Competition Law Management（Summary of Competition Law in each country, cases of violation 



 
and the method to build the prevention system and the response to the relevant authorities, etc.） 

6. Compliance Management（The prevention system of bribery/the method to build the Whistle-Blowing 

system in each country, etc.） 

7. Debt Management（Methods of ensuring debt collection/obtaining charge in each country, dispute 

resolution systems, etc.） 

8. Intellectual Property Management（Management method of trademark/copyright in each country, 

etc.） 

 

Speakers：Local lawyers of One Asia Lawyers Group 

Language：Japanese 

Access：Zoom Webinar 

Fee：Free of charge 

 

Registration：Please register from the link below. The Zoom link will be sent after your registration is 

completed. 

 

 

※ The confirmation email will be sent automatically upon the completion of your prior registration.  

※ The personal data in relation to this registration will be used only for the purpose of registration for this 

webinar and future webinar announcements but not for any other purposes.  

 

■ One Asia Lawyers Group will be holding many seminars in 2022. We are also happy to customize a 

seminar/webinar for your request. Please feel free to contact us if you are interested.  

seminar@oneasia.legal 
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