
 

【PwC インド ウェビナー（オンラインセミナー）開催のご案内】 COVID-19 関連 コロナと

の共存オペレーションの開始、必要になる管理手法とは 

 

 

 

お客様各位 

（BCC にて失礼致します） 

 

PwC インド/日系企業部でございます。 

いつもお世話になり、ありがとうございます。 

 

PwC インドは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行下におけるオペレーションマネジメン

トに関するウェビナーを開催致します。 

ご多忙の折とは存じますが、ご視聴を賜りたく謹んでご案内申し上げます。 

 

 

<開催趣旨・セミナー概要> 

インドでは、コロナの脅威が収まらない中、ロックダウンの緩和が進んでおり、在印企業はコロナ

をマネージしながら、オペレーションを行っていく必要に迫られています。 

本ウェビナーでは、ロックダウンにより長期間の業務停止を余儀なくされた工場の再開を題材に、 

コロナとの共存オペレーションにおいてマネジメントが留意すべき主たる検討のポイントと、それ

らをテクノロジーを用いて管理する手法について御説明をさせて頂きます。 

 

<スピーカー> 

PwC インド法人 アーメダバード事務所 マネージングパートナー Nirav Shah 

PwC インド法人 オペレーションコンサルティング パートナー Pallab De 

PwC インド法人 デジタルオペレーションズ パートナー Ulhas Deshpande 

PwC インド法人 日系企業部 マネージャー 松原 一弘 

 

<開催概要> 

タイトル： COVID-19 関連 コロナとの共存オペレーション開始、必要になる管理手法とは 

ライブ配信日時： インド時間 2020 年 5月 28日（木）10:30-12:00（日本時間 14:00-15:30）

（講演 80分＋質疑応答 10 分） 

言語： 日本語・英語（資料・講演言語共に） 

 ※インド人のスタッフの方にもご参加頂くことが可能です。 

参加費： 無料 

参加方法： 当日お時間になりましたら、下記リンクからご参加ください。 

https://pwc-emeaec.webex.com/pwc-

emeaec/onstage/g.php?MTID=ebf7afcd0c419f9df4d7cbcea04249549 

 ※詳細の接続方法については、添付の「WebEx EC - Attendees joining instructions 」を御覧

ください。 



 ※本ウェビナーは日本を含む海外からも視聴をして頂くことが可能です。ご興味のおありの方が

おられましたら、是非ご展開を頂ますよう宜しくお願い致します。 

 

<その他> 

プログラム内容、講演者については変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

本オンラインセミナーは一般の方を対象としておりますので、競合企業の方のご登録はご遠慮くだ

さい。 

 

<お問い合わせ> 

PwC インド 日系企業部 担当：松原 一弘、比村 恵 

メールでのお問い合わせ kazuhiro.m.matsubara@pwc.com,   himura.megumi@pwc.com   
 
============================================================================
========= 
 
Dear Sir / Madam 
 
We, Japan business desk at PwC India would like to take this opportunity to inform you that a 
webinar on the operational management under the coronavirus (COVID-19) pandemic will be held 
as follows. 
We would be greatly honored if you could spare some time from your busy schedule to participate 
the webinar with us. 
 
<Purpose and Outline> 
While the threat of coronavirus has not been subsided yet in India, lockdown is being eased, 
Japanese companies are required to manage its business in the pandemic situation. 
With the theme of resuming the factories, which was forced to suspend operations for extended 
period due to lockdown, this webinar will explain the main points to be considered by management in 
the coexistence operation with coronavirus and the essential method of managing it by using 
technology. 
 
<Lecturers> 
Nirav Shah (Ahmedabad office Managing partner / PwC India) 
Pallab De (Operation consulting Partner / PwC India) 
Ulhas Deshpande (Digital operations Partner / PwC India) 
Kazuhiro Matsubara (JBD Manager / PwC India) 

<Details> 
Live date: 10: 30am-12: 00pm Indian time (Japan time 14: 00pm-15: 30pm) Thursday, 28th 
May,  2020 
 (80 minutes lecture + 10 minutes Q & A session) 
Languages: Japanese and English (for both in the webinar material and language spoken by 
lectures) * Indian staff are welcome to participate. 
Participation fee: Free 
How to participate: Please go to 
https://pwc-emeaec.webex.com/pwc-
emeaec/onstage/g.php?MTID=ebf7afcd0c419f9df4d7cbcea04249549 

* Please also find the attached instruction to join the online seminar. 
* This webinar can be viewed from overseas including Japan.  If any of your colleagues or 
acquaintances are interested, please feel free to inform them of this webinar.  
 



<Remarks> 
- Please note that webinar contents and lecturers might be changed. 
- This webinar is intended to be viewed for the general public, therefore please refrain from 
registering as a competitor. 
 
For inquiries, please contact our staff below 
kazuhiro.m.matsubara@pwc.com – Kazuhiro Matsubara (Manager, JBD / PwC India) 
himura.megumi@pwc.com  - Megumi Himura (Assistant Manager, JBD / PwC India) 
 


