
EY | Building a better working world

EYについて

EYは、「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」を

パーパス（存在意義）としています。クライアント、人々、そして社会のために長期

的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼

を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクシ

ョンの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起

（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワー

クであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法

的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国

の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人

情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が

有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファー

ムは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはあ

りません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

 
EYパルテノンについて

EYパルテノンは、クライアントと共に、そのエコシステムの再認識、事業ポートフォ

リオの再構築、より良い未来に向けた変革の実施を支援し、この複雑な時代を乗

り切る舵取りを支えます。グローバルレベルのネットワークと規模を有するEYパ

ルテノンは、戦略的ソリューションの提供に注力しており、自社のトランスフォーメ

ーションを目指す企業経営者が、より適切に課題を管理しながらチャンスを最大

化する戦略を策定し実行するためのサポートを提供しています。戦略の提案から

実行までを通じて、 EYパルテノン は、クライアントが長期的価値をはぐくみ、より

良い社会を構築することに貢献します。EYパルテノンは、EYにおけるブランドの

一つであり、このブランドのもとで世界中の多くのEYメンバーファームが戦略コン

サルティングサービスを提供しています。詳しくは、ey.com/ja_jp/strategyをご覧

ください。
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EY-Parthenon
変革をもたらす戦略における立案から実行

までクライアントと状況に合わせたカスタム・

アプローチ

ストラテジー・アンド・トランザクション　　　　　
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

EY-Parthenon Leaders

2014年にEYに参画。ストラテジー・ア

ンド・トランザクションのグローバル消

費財・小売りセクターリーダーおよび

Americasのコーポレート&成長戦略リ

ーダーを経て、2021年、EYパルテノン

のグローバルリーダーに就任。

主に米国と中国での経営コンサルティ

ングにおいて25年以上の経験を持ち、

消費財と自動車産業における運用の

改善と流通モデルなどのプロジェクトに

従事。EY参画前は、サンフランシスコと

上海の新興企業にて勤務。カリフォル

ニア大学バークレー校でビジネスおよ

び経済学の学士号を取得。

コンサルティングファームで20年近く、

一貫してクライアントの企業価値向上を

目指した戦略作りから外部活用（M&A

など）領域を手掛け、国内大手企業を

中心に多くのPJを成功に導く。EYストラ

テジー・アンド・コンサルティング株式会

社のストラテジー・アンド・トランスフォー

メーション副リーダーおよびEYパルテノ

ンのストラテジーリーダーとして活動。

リストラクチャリングおよび戦略アドバ

イザーとして10年以上の実務経験を持

つ。2017年にEYに参画。以前は他組

織で社長、CFO、グローバル・ストラテ

ジー・オフィサーなど主導的実務経験を

有する。コンサルタントとしてステークホ

ルダー、融資者、企業経営陣、取締役

会などのインテリムマネジメントやアド

バイザリー業務を提供。

2011年にEYに参画。主に物流や輸送

を含むさまざまなセクターに関与し、地

域統括やM&Aに関わる組織改編、シェ

アードサービス、ポスト・マージャー・イ

ンテグレーション、クロスボーダー企画

などの変革と組織変革を提供。日本プ

ロジェクトマネジメント協会 （PMAJ）認

定講師。

Jeff Wray
Global EY-Parthenon Leader

Ignatius Tong
Asia-Pacific EY-Parthenon Leader

篠原 学　
Japan EY-Parthenon Leader

クリストファー・マック
Asia-Pacific Reshaping Results Leader
Japan Turnaround and Restructuring 
Strategy Leader

大胡　晋一　
Japan Transaction Strategy and 
Execution Leader
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Why EY-Parthenon? What we do
長期的価値を創出する変革をもたらすための戦略立案から実行に至るまでの　　　

一貫した支援を提供します。

企業・成長戦略

リストラクチャリング・
再建戦略

トランザクション戦略

Strategy

Turnaround and restructuring strategy

Transaction strategy and execution

9,000人以上のEYパルテノンプロフェッショナルが　　　　　　                              

世界中に在籍する最大規模の戦略コンサルティングファーム

幅広い業界・セクターにおける専門的な知識と経験

経営戦略･事業戦略･トランザクション戦略・再生戦略の策定から実行まで                                  　　　　
インスピレーションとオペレーション、そして創造力と実践力を組み合わせ、                      　　　　　　　　

現状の再構築、次代に向けた再建、そして未来を再考するための支援を提供します。

　 　     
　　　　　　　 　　　　　  
EYグループ全体で蓄積された

幅広く深い経験を縦横無尽に活用

して経営幹部が抱える課題の解

決に役立つ業界知見やサービス・

ソリューションを提供します。

　 　     
　　　　　　　 　　　　　 
120の国と地域に9,000人以上の

プロフェッショナルを擁する世界有数

のグローバルな戦略コンサルティン

グファームとして、世界規模のネッ

トワークと各国での迅速なサービス

体制の双方を組み合わせて、支援

およびプロフェッショナルを必要な場

所に速やかにご提供します。

　 　     
　　　　　　　 　　　　　　

戦略の立案から実行に至るまで

の支援を行い、長期的価値の創

出に全力で取り組みます。経営幹

部の皆様と親密かつ長期的な関

係を築き、持続可能な競争力を得

るための旅路に挑み、そのガイド

役となって先導するサポートを行

います。

experience
経験

scale
規模

results
結果

圧倒的な各業界での知見と実践的

かつ深いサービス知識とスキル

世界各国のプロフェッショナルで   

構成されるグローバルネットワーク 
長期的価値を構築するための戦略  

（戦略の立案から実行までを支援）

► 業績の迅速な回復実現

► プライベートエクイティ企業　

　投資資先の価値創造

► 資産の流動化・運転資本改善

► リストラクチャリング・企業　　

　再生

► 不測事態に際しての再建計画

　策定、破綻企業の処理・再生

► 組織の再編・簡素化 

► 全社経営戦略・事業別戦略

►自社の存在意義に依る戦略　　　

　策定と長期的価値の創出方針　

　策定

► ビジネスモデルの再構築

► 事業ポートフォリオ戦略

► 新規市場参入機会の探索・評価

► デジタルトランスフォーメーション 

► 市場参入戦略

► オペレーション・ITに関するデューデリジェンス

► コマーシャル デューデリジェンス（バイサイド）

► ベンダー デューデリジェンス（セルサイド） 

► 統合方針の策定と実行

►事業売却に伴う方針･計画の策定と実行　　　　　

  （売却事業／存続事業）

► 価値創出の実現とモニタリング 

►事業売却に伴うオペレーションおよび　　　　　

　 ITの分離

製造業・モビリティ 消費財・小売 教育

エネルギー・資源 金融サービス 公共・社会インフラ

ヘルスサイエンス・

アンド・ウェルネス

プライベートエクイティ
テクノロジー、メディア・

エンターテインメント、

テレコム

Stratgey

Transaction 
strategy and 

execution

Turnaround 
and 

restructuring 
strategy

EY-ParthenonEY-Parthenon

EYパルテノンが提供する価値

人員数はいずれも2022年10月時点の人数になります。

3,286

4,220

1,563

Americas

EMEIA

Asia-Pacific

EYパルテノンは、さまざまな業界特性に応じた業種別のチームを有しています。専門性の深度が求め
られる　　　企業課題には、それぞれのサービスと連携し、各種専門家チームが対応します。

EY　Japanは、EY新日本有限責任監査法人、EY
税理士法人、EY税理士法人、EYストラテジー・
アンド・コンサルティング株式会社で構成されて
おり、豊富な業務経験を有するプロフェッショ
ナルが、案件ごとに最適なチームを編成し
サービスを提供しています。
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