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＜セミナーのご案内＞
KPMG Professional Sessions

経営戦略／業務・IT改革シリーズ
間接材購買デジタル化の現在地
―テクノロジーで進化する間接材のマネジメント―
2019/10/25[金] 主催：あずさ監査法人／KPMGコンサルティング 共催：Coupa Software

セッション紹介

今回のKPMG Professional Sessions（KPS）は、経営戦略／業務・IT改革シリーズ
「間接材購買デジタル化の現在地」のご案内です。

間接材は企業コストの10％程度を占めると言われており、収益性向上にとって
重要な領域でありますが、直接材に比べると単価が高くなく、品目や取扱い
部門も多岐に渡ることなどから取組みが遅れています。

また、多くの部門や社員が携わっていますが、モノによっては個人購入して経
費精算するなど、業務効率化への取組みが遅れている状況にあります。
これまで競争入札などの一時的な取組みにより短期的なコスト改善は実施され
ていますが、定常業務として効率的に、継続的に運営できる段階まで仕組み化
され、定着化している企業は少数に留まっているのが現状です。

本セミナーでは、こうした状況を打破する新しいモデルやテクノロジーの紹介を
通じて、未来の間接材購買マネジメントの構築に向けた示唆および方向性を
提示します。

開催概要
開催日時 2019年10月25日（金）14:30-17:00（14:00受付開始）

会場
あずさ監査法人大阪事務所13階研修室
大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル
アクセス：御堂筋線「本町」駅下車 3番出口より北へ徒歩3分、御堂筋線「淀屋橋」駅下車 11番出口より南へ徒歩5分

対象者

【経営戦略】【経営管理】【IT】
【GENERAL】
間接材購買コスト低減や業務効率化、デジタル化に取り組まれている経営者、役員、経営企画部門
購買部門、経理部門、総務部門、IT部門の役職の方
GENERAL：ビジネスパーソン向けに実務で必要な一般情報を提供します

定員 50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

申込方法

下記URLよりお申込みください。

home.kpmg/jp/kps
[セッションID 19101]
※詳しくは3枚目をご覧ください。

※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あります。



プログラム

14:00- 受付開始

14:30-15:00

Future Of Procurement
KPMGグローバルの知見を集約したFuture Of Procurementの紹介を通じて、将来の調達の在り方を提起、な
かでも最重要とされるデジタル化によって調達がどのように進化していくのかを概説します。
KPMGコンサルティング株式会社 パートナー 坂田英寛
・SCM & Operations部門の責任者
製造・流通・通信・サービス業界等、さまざまなクライアントに対してSCMやCustomer、Engineering領域におけるコンサル
ティングサービスを提供
・大手コンサルティングファームで上記領域における約15年以上のコンサルティング経験を経て現職

15:00-15:30

Coupaアライアンス・モデルとグローバル事例のご紹介 （通訳あります）

Coupaでは全世界で800を超える大手ユーザー事例があり、多くの場合戦略パートナーとの協業により導入
が成功裏に進んでおります。KPMGとの協業は業種、地域を問わず多くの成功事例があり、その経験、知見を
含めその成功のヒントと投資対実効果をご紹介します。
Coupa Software, VP, Alliances, APAC & Japan, Doug Kang

・Coupa Softwareのアライアンス担当として、アジア太平洋地域を統括
・主にエンタープライズソフトウェア業界で20年以上のセールス、アライアンス、ビジネス開発を経験
・インフォアのアジアのパートナーセールスの責任者、SAPのアジアでアライアンスを中心に上級管理職を歴任
・韓国のソウルにある中央大学で学士号を取得し、シカゴ大学にてMBAを取得

15:30-15:45 休憩

15:45-16:30

Coupa Solutionの紹介
~ BUSINESS SPEND MANAGEMENT（BSM）の飛躍的な改善を支援~
事業のあらゆる支出の可視化と統合管理を可能にする唯一のクラウド支出管理スイートCoupa Softwareの
ソリューションのご紹介とデモンストレーションの実施
Coupa Software, Value Solution Consultant,山田由香里
・外資系大手クラウドベンダーにてSaaSソリューションのプリセールスとして長年の経験を有する
・Coupaにおいて日本市場でのプリセールス活動推進をリードする役割を担う

16:30-17:00

Coupa事例紹介（KPMG）
約2年間で世界70ヵ国以上にCoupa導入展開した世界最大級の一般消費財メーカー事例をご紹介します。
どのように間接材の支出管理強化と業務効率化を実現したか、Coupa導入の成功要因を概説します。
KPMGコンサルティング株式会社 シニアマネジャー 三宅佑輔
・Strategy & Operations部門のシニアマネジャー
・自動車・造船・ハイテクなどの製造業のクライアントに対して調達購買領域におけるコンサルティング
サービスを提供
・大手コンサルティングファームでのコンサルティング経験を経て現職

お問合せ先
有限責任あずさ監査法人大阪事務所
担当：KPS事務局 伊藤
TEL：06-7731-1008

Coupa Softwareはクラウドベースのビジネス・スペンド・マネジメント（費用最適化アプリケーション）
のトッププロバイダーとして顧客が数ヵ月で投資効果を達成し、収益に継続的に影響をもたらす節
減を実現することができる売掛金管理、部品調達、購買、経費管理をはじめとする財務用の真のクラ
ウドアプリケーション一式を提供いたします。Coupa Softwareは2006年に米国カリフォルニアで
創業し、2016年にNASDAQに上場しました。そして、2018年4月より日本法人も設立されました。
1,000社以上の大手顧客、400万社を超えるサプライヤー、そして、Coupa管理下にある支出総額は
7,500億ドルを超えております。ガートナー、IDC、フォレスターなどの第三者評価機関では常のトッ
プ・リーダーポジションを維持しております。

ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパン各社およびCoupa Softwareにおいて、①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。各社の個人情報の
取扱いにつきましては、HPに掲載している個人情報保護方針（KPMGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/
privacy Coupa Software ： https://www.coupa.com/ja/privacy-policy/ ）をご覧ください。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KPMG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。
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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URL home.kpmg/jp/kps 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

申込み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

ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパン各社およびCoupa Softwareにおいて、①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。各社の個人情報の
取扱いにつきましては、HPに掲載している個人情報保護方針（KPMGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/
privacy Coupa Software ： https://www.coupa.com/ja/privacy-policy/ ）をご覧ください。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KPMG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。
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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

開催日の1週間前頃に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
受講票の内容をご確認のうえ、プリントアウトし、当日、受付へお持ちください。
※メールが届かない場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

受講票について

受講票をプリントアウトして
当日お持ちください

ご登録時のFAQ

Q

A

Q

A

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。

申込内容を変更、またはキャンセルしたい
KPMG Professional Sessionsのキャンセルは、下記お問合せ先までe-Mailまたはお電話にてご連絡ください。

Q

A
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