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News Release

モニター デロイト 2018 年 6 月 20 日に日本で始動
デロイトの成長領域である戦略コンサルティング事業の展開を、グローバル共通のプラクティ
スとして更に加速
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（本社：東京都千代田区 代表執行役社長：宋修永）は、
2018 年 6 月 20 日より、モニター デロイト ブランドによる戦略コンサルティングサービスを展開します。
モニター デロイトは、デロイトのグローバルな戦略コンサルティングプラクティスです。競争戦略に関する
世界有数の専門家であるマイケル・ポーターや、マーク・B・フラー、ジョゼフ・B・フラーに代表されるハーバ
ードビジネススクールの教授陣によって設立され、2017 年に Thinkers50 によって世界 No.1 経営思想家に
選ばれたロジャー・マーティンを輩出したモニターグループと、世界最大のプロフェッショナルファームとして
の豊富な企業変革実績と広範な専門家ネットワークを擁するデロイトの間での効果的なシナジーが実現し、
先進性・専門性・独自性の高い戦略コンサルティングを世界で提供しています。
昨今、経営者が解くべき経営課題はより複雑化・高度化し、伝統的な戦略フレームワークや戦略策定プ
ロセスの有効性が問われています。それは、市場の変化を先読みするのではなく、市場の変化を自ら創り
出す企業になるために、「戦略自体の進化」が求められていることを意味します。

モニター デロイトは、日本市場において、こうした戦略の進化を大幅に加速させるためのコンサルティン
グサービスを、次の 3 つの提供価値を軸に展開します。

1. ポスト資本主義時代の戦略リーダーとして
 マイケル・ポーター教授が提唱する CSV（Creating Shared Value）についての世界有数の知見
の下に組成された、CSV/Sustainability に特化したチームを中心に、社会価値創造と競争戦略を
融合した経営変革をリードします
 SDGs（持続可能な開発目標）や ESG（環境・社会・ガバナンス）、Circular Economy（循環型社会）
への本質的対応に向けた様々な切り口からの企業変革を、戦略策定から実行、効果導出まで一
貫して提供します
 モニター デロイトがグローバルに有する国際機関、各国政府機関、グローバル NGO 等とのネット
ワークと協調経験を活用して、様々なステークホルダーとのエコシステム構築やアドボカシーまで
を支援します
2. 非連続な成長をもたらす変革ドライバーとして
 イノベーション戦略に関する業界リーダー※としての知見と広範なケイパビリティに基づき、戦略策
定から実行、効果導出までを一貫して提供します
 Singularity University とのコラボレーション、シリコンバレー、イスラエル等の世界のイノベーショ
ンエコシステムでの広範かつ深いネットワーク、世界中のテクノロジー/スタートアップの情報を一
元化した独自のデータプラットフォーム「TechHarbor」など、Exponential Technology（AI、ビッグ
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データ等の産業に指数関数的変化をもたらすデジタルテクノロジー）に関する差別化されたモニタ
ー デロイト独自の資産をシームレスに提供します
Ten Types of Innovation に代表されるイノベーションデザインに関する蓄積された方法論を有す
る Doblin（デロイトのイノベーションプラクティス）の、日本でのサービス展開を開始します
破壊的イノベーションのメカニズムや、日本のイノベーション政策の基にもなっているイノベーショ
ンマネジメントに関する方法論など、イノベーションに関する豊富な知見に基づき、骨太な新事業
のビジネスプロデュースを実現します

3. 経営変革リーダーを創る、真のパートナーとして
 クライアントと密に協働し、戦略策定にとどまらず、中長期的な変革実行を通して確実な成果に繋
げる一連のプロジェクト活動を通して、次の企業変革を担う次世代経営者の育成に貢献します
 企業変革の道のりにはインダストリーに対する専門性と変革現場に根差した幅広い知見が求めら
れます。業界動向とその変革現場に精通するモニター デロイトの戦略コンサルタントが、デロイト
が有する、業務プロセス、組織、ガバナンス、人事、IT プラットフォーム、会計・税務・法務等の各
種専門家と共に最適な支援体制を構築し、変革を強力に推進します

以上の提供価値の下、モニター デロイトは、次の 7 つの領域で、グローバルにシームレスなサービスを
提供します。
 Business Transformation
 Corporate & Business Strategy
 Customer
 Digital Strategy
 Innovation
 CSV/Sustainability Strategy
 Regulatory Strategy
モニター デロイトの日本での始動に当たって、モニター デロイト グローバルマネージングパートナーの
ジョナサン・グッドマン（Jonathan Goodman）は次のようにコメントしています。
“I am very excited about the launch of Monitor Deloitte in Japan combining the capabilities of
Deloitte strategy in Japan with those of Monitor Deloitte globally. We look forward to bringing the power
of our global practice and networks to the strategic transformations envisioned and required by
Japanese companies and their leaders.”
【モニター デロイトについて】
表記
：モニター デロイト
（英文）Monitor Deloitte
URL
：www.deloitte.com/jp/monitor-deloitte
ブランドロゴ
：

※ALM 社がまとめた「Innovation Strategy Consulting」で 2017 年、2018 年の 2 年連続で、サービスの幅、
深さの両面で Global No.1 の評価を獲得
2018 年 4 月 22 日発表（米国）
Deloitte recognized as the undisputed global leader in Innovation Strategy Consulting by ALM
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-recognized-as-undisputed-global-leader-in-innovation-strategy-consulting-alm.html

2017 年 9 月 6 日発表（米国）
Deloitte recognized as a global leader in Innovation Strategy Consulting by ALM
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-recognized-as-global-leader-in-innovation-strategy-consulting-by-alm.html
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＜報道機関の方からのお問い合わせ先＞
デロイト トーマツ コンサルティング広報担当 高橋、青堀（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社）

Tel: 03-5220-8600

Email: dtc_pr@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トー
マツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ
リー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマ
ツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリ
ー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主
要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービ
スを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、
高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8
割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter も
ご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメ
ンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（ま
たは“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は
www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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