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ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度KPMGドイツ／ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）／NRW.Global
Business JapanドイツNRW州貿易投資振興公社（株）NRWジャパン／
KPMGジャパンの主催にて、標記のオンラインセミナーを開催いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大が広がる中で、ドイツでもロックダウンの実
施、解除が繰り返され、先行き不透明な状況が続いています。ドイツへの進
出を検討されている企業の皆様、既にドイツに拠点を保有されている企業の
皆様にとっては、さらなるビジネスへの影響が懸念されています。

本セミナーでは、ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）よりドイツ全土、ま
たNRW.Global Business Japanよりデュッセルドルフを州都とするNRW州
に特化した、現地の経済状況／日系企業の誘致状況／コロナ禍における日系
企業に対する支援状況を含めた現地の最新動向などをお話いたします。さら
に、KPMGドイツの専門家が会計・税務・法務の各分野の中から、新型コロ
ナウイルスによる影響を含めた最新トピックスをピックアップして、わかり
やすく解説します。

貴社の今後のドイツビジネスに係る有益な情報を提供できるかと存じますの
で、万障お繰り合わせの上、ご参加賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

開催概要（プログラム等、詳細は次ページ以降をご覧ください）

開催日時 2020年12月3日（木）17:00～18:30（日本時間）9:00～10:30（ドイツ時間） ※ライブ配信
当日の録画をオンデマンド配信します。期間12月10日（木）～12月28日（月）17:00

対象者 ドイツ進出を検討中または既に拠点をお持ちの日系企業ご担当の皆様
※コンサルティングファーム、同業他社様などのお申込みはご遠慮いただいております。

定員 500名
※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

受講料 無料

使用言語 日本語

申込方法
下記ウェブサイトよりお申込みください。なお、詳細は別紙をご参照ください。
home.kpmg/jp/201203-gjp
※申込手続きにはまず、会員登録（無料）が必要です。詳しくは最終頁をご覧ください。

申込期限 2020年12月1日（火）17:00（日本時間）／9:00（ドイツ時間）

視聴方法 視聴URLは、開催前日にご登録のアドレス宛にメールにてお知らせします。
※本セミナーは、ロゴスウェア(株)のGigaCastを用いて動画配信をおこないます。詳しくは最終頁をご覧ください。

お問合せ先 有限責任あずさ監査法人 GJP部 担当：杉山・財田
TEL : 03-3266-7543 e-mail : gjp-seminar@jp.kpmg.com

※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。

＜オンラインセミナーのご案内＞

ドイツ ビジネスセミナー2020
～コロナ禍のアップデート～
主催：KPMGドイツ／ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）／

NRW.Global Business JapanドイツNRW州貿易投資振興公社 （株）NRWジャパン／
KPMGジャパン

http://home.kpmg/jp/201203-gjp
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プログラム
ドイツビジネスセミナー 12月3日（木）

17:00-17:05
開会のご挨拶

KPMGドイツ GJPドイツ責任者 パートナー ヨーク・グリューネンベルガー

17:05-17:25

一緒に立ち向かえば皆で打ち勝てる -コロナ危機の中、ドイツの産業において拡大する海外企業のビジネス
チャンス
（ポストコロナ経済復興の下、加速する製薬・バイオ/産業のDX拡大: Eヘルス・協働ロボット/国家水素戦略）
ドイツ貿易・投資振興機関 (GTAI）日本代表ダイレクター 岩村浩氏

17:25-17:45

新生 NRW.Global Business -日本とNRW州でのビジネスを双方向に展開・支援
（コロナ禍での進出、貿易摩擦・Brexitのインパクト、DXにみる日独協働）

NRW.Global Business Japan ドイツNRW州貿易投資振興公社（株）NRWジャパン
代表取締役社長 ゲオルグ・ロエル氏

17:45-18:20

ドイツ会計・税務・法務の最新トピックス

（コロナ危機に対するドイツの税務施策並びにドイツにおけるDAC6の適用状況について）
KPMGドイツ シニアマネジャー 神山健一

（ドイツ連結財務諸表の作成義務と免除規定並びにドイツ破産法の一時的な修正について）
KPMGドイツ シニアマネジャー 辻村温憲

18:20-18:30
Q&Aセッション
モデレーター：KPMGジャパン ドイツデスク シニアマネジャー 岡本悠甫

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

講師略歴

ドイツ貿易・投資振興機関（GTAI）

岩村浩 いわむらひろし
日本代表ダイレクター

約20年に渡り、英国を拠点に欧州・中東・アフリカを管轄地域として、日系企業へのリスク
アドバイザリーおよびリスク移転プログラム構築を支援。
日本帰国後、英系リスクコンサルティングファーム、経済分析・アドバイザリーファームに
て日本企業への情報提供を実施し、海外オペレーションを支援。
2019年1月、ドイツ連邦政府経済エネルギー省が所有・管轄するGTAI 日本代表ダイレク
ターに就任し、現在に至る。

NRW.Global Business Japan ドイツNRW州貿易投資振興公社（株）NRWジャパン

ゲオルグ・ロエル Georg Loeer
代表取締役社長

2007年より NRW.Global Business Japan ドイツノルトライン・ヴェストファーレン
（NRW）州貿易投資振興公社日本法人（株式会社NRWジャパン）代表。日本生まれ。日本
での滞在歴が長く、また他のアジア諸国での滞在経験も有す。ドイツ チュービンゲン大学
で経済学と社会史学を修めた他、国際基督教大学および東京大学、またベルリン自由大学に
て歴史学と日本学の学士修了。卒業後は、コーポレート・バンカーとして活躍し、2006年
までドイツ、日本、インドネシア、および中国（香港、上海）で重要な役職を歴任。
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講師略歴

KPMGドイツ デュッセルドルフ事務所

辻村温憲 つじむらあつのり
シニアマネジャー

あずさ監査法人大阪事務所並びに神戸事務所にて、IFRSを適用する多国籍企業の監査に従事
し、外資系企業の日本子会社の監査にも従事。
2018年よりKPMGデュッセルドルフ事務所に赴任し、現地の日系企業をジャパンデスクと
して支援。

KPMGドイツ デュッセルドルフ事務所

ヨーク・グリューネンベルガー Jörg Grünenberger
GJPドイツ責任者 パートナー

日系企業担当の税務専門パートナーとして、デュッセルドルフ地域を中心に様々な法人税お
よび国際税務に関するアドバイスを提供。
合計約6年間に渡り、日本での生活および業務経験を有する。
現在、KPMGドイツにおけるカントリーデスク（日本）の責任者。

KPMGドイツ フランクフルト事務所

神山健一 こうやま けんいち
シニアマネジャー

20年超に渡り、KPMGドイツグループにて会計・税務の業務に従事し、現地の日系企業をサ
ポート。
主にドイツ税務を専門とし、実務家として詳細なアドバイスを提供するとともに、ジャパン
デスクとしてフランクフルト地域の日系企業を幅広く支援。

KPMGジャパン ドイツデスク

岡本悠甫 おかもとゆうすけ
シニアマネジャー

あずさ監査法人東京事務所にて、米国会計基準及びIFRSを適用するUS SEC登録企業の監査
に従事し、日系多国籍企業の監査チームに所属。
2016年よりKPMGデュッセルドルフ事務所に赴任し、現地の日系企業をジャパンデスクと
して支援。2020年10月に帰任後ドイツデスクとしてドイツ駐在員と連携と取りながら本社
に向けたアドバイスを提供。

モデレーター略歴



セミナーへのお申込みにあたっては、皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、
参加を希望されるおひとりにつき、個別にログインIDとパスワードを設定いただいております。

会員登録について（初回のみ／登録無料）

会員登録および申込等について

以下の手順に沿ってお申込みください。

PC上でWebブラウザを立ち上げ、画面上辺のアドレスバーに、セミナー概要ページ home.kpmg/jp/201203-gjpを直接入力し、
Enterキーを押してください（検索バーとお間違いのないようにご注意ください）。

セミナー概要ページが表示されます。画面下方の ボタンをクリックしてください。

申込について

上記②で表示されたログイン画面上で を選択し、
STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。

会員未登録の方（ログインIDとパスワードを設定されていない方）

再度上記①②の手順に沿って、セミナー概要ページの ボタンをクリックし、
③で設定したログインIDとパスワードを使ってログインのうえ、
セミナー申込手続きを行ってください（STEP 6）。

※設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※本登録は確認メール到着後、24時間以内に行ってください。
※確認メールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。

1

2

3

4

会員登録済みの方

以前設定したログインIDとパスワードで
ログインし、お申込手続きを進めてください。

ログインID（またはパスワード）を忘れた方は
次の手順で再設定をお願いいたします。
1. マイページログイン画面

https://azsa.smktg.jp/public/mypage/で
を選択

2. 再設定画面で登録済みeメール
アドレスを入力し、 ボタンをクリック

3.「ログインIDと再設定用URL」が記載された
メールに沿って再設定

申込

新規会員登録はこちら

申込

パスワードをお忘れの方はこちら

送信

STEP 6

セミナー
申込手続きへ

STEP 5

本登録完了
STEP 4

本登録URLを
クリック

STEP 3

仮登録完了
STEP 2

登録内容確認
STEP 1

会員情報
入力

セミナーに参加される方
それぞれの会員登録が必要です

申込／視聴方法に関するお問合せ先
KPMGセミナー事務局（株式会社ウィズアス内）
TEL：03-6822-9229（土･日･祝日を除く平日10:00～18:00）
e-mail：kpmg-seminar@withus-inc.co.jp
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ご登録時のFAQ
複数名で参加を申込みたい
参加者ごとに個別のログインIDを設定（会員登録）をお願いいたし
ます（※1つのIDで複数名のお申込はできません）。
同一のPCから複数名申込む場合は、おひとりのお申込ごとにログアウト
し、その後あらためてログインしてお手続きください。

登録済みの情報を変更したい
1. 上記マイページログイン画面URLにアクセスし、ログインIDとパス
ワードを入力してログインしてください。

2.「登録個人情報の確認・変更」を選択し、変更する情報項目
を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。

内容を変更、または
一部キャンセル（複数コース申込みの場合）したい
マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容の
変更／一部をキャンセル」をクリックしてください。

申込んだセミナーをキャンセルしたい
※複数コースをお申込みの場合、すべてのコースがキャンセルされます

マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容を全
てキャンセル」ボタンをクリックしてください。

Q

A

Q

A

Q

Q

A

A

① 開催前日に、ご登録いただいているアドレス宛に「参加方法のご案内」メールをお送りします。
※メールはドメイン名「@mail.gigacast.tv」で配信されます。
（セミナー名、配信日時、参加方法、視聴URL等をご案内します。）

② 視聴URLにアクセスしセミナーをご覧ください。

本セミナーは、ロゴスウェア（株）のGigaCastを用いて動画配信をおこないます。インターネット環境や回線状況により、アクセス不良が生じる
場合や、音声・画像が途切れるなどご視聴いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

セミナー視聴について

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（home.kpmg/jp/privacy）に基づき、①当法人および関
連グループからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご
案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございま
す。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。また、本件の利用に際し、個人情報をあず
さ監査法人が業務を委託している者（以下「受託者」といいます）に対して開示する場合がございます。この場合あずさ
監査法人は、受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。
なお、本セミナーはロゴスウェア株式会社のGigaCastを用いて動画配信を行うため、ご提供いただく個人情報（氏名、Eメール
アドレス）をGigaCastへ登録させていただきます。
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