国際的な成功への
スマートソリューション

日本 / 香港 / 中国 / イギリス

マーケットプレゼンス
潜在的な顧客、パートナー、投資家、そして事業機会を増幅してくれるマル
チプライヤに的確にメッセージを届け発展させること。そのためには何が必
要か、私たちは熟知しています。
私どもが提供するのは貴重なコネクション、そして確実な結果を生むリレー
ションシップ作りです。 洞察力、経験に加え、世界の主要市場での粒より
の人材を擁し、国際的なプレゼンスを構築する近道へとサポート。貴重な経
営資源の最適化に貢献いたします。
中国、香港、日本、イギリスのシンタックオフィス、またパートナーオフィ
スがグローバルなプレゼンスを提供いたします。

フォーカス

サービス

事業機会との引き合わせ

レプレゼンテーション

見落としがちな事業機会を洗い出し、最適な人材
を活用。政府、実業界、ＮＰＯ、学界等と多岐にわ
たる我々のコネクションを駆使し、クライアント
に大きなレバレッジを提供します。真にグローバ
ルな展望を。

信頼される関係づくりと投資機会の開拓、実現と
のバランスをとり、綿密に練り上げた提案を絞り
込んだターゲットに届けること。私どもには取締
役会で決定権を持つ企業トップや機会を相乗する
マルチプライヤと信頼関係があります。クライア
ントがステップアップできるよう最適なアクセス
を考えます。

最初の会話から計画、そして実行まで、それぞれ
のクライアントのニーズに徹底してフォーカス。
最初のステップから結果を出すまで、国際的なビ
ジネス チャンスを開拓していく方法を熟知、クラ
イアントの現況と目標の理解に徹底的にとりくみ
ます。
クライアントやパートナーと同等の理解があって
はじめて、より良く、早く、費用効果のよい結果
を生み出せると確信しています。

- 最初の市場調査から社名を掲げる代表オフィス
まで

- ターゲットを絞った総合戦略
- 信頼関係を構築
- ビジネスチャンスの認識
- ロケーション・アドバイス

ネットワークの構築
シンタックではクライアントが市場で一番力を発
揮し、事業機会を最大化できる理想的なパートナー
を見つけられるようにサポートします。これまで
多数の市場で人脈を直に構築してきたシンタック
だからこそ他との差をつけられるのです。

- パートナーの選定
- 対話の機会づくり
- 戦略的な提携への発展

市場機会の開発
アジア地域をカバーする当社の深いネットワーク
やコネクションを駆使して、ビジネス提案、市場
機会を提供、また必要に応じて投資資金へのご紹
介も可能です。ベンチャー・プロジェクトや予算
が制限される場合にはマイノリティ・ステーク代
価での対応もご検討いただけます。

- 革新的あるいは市場へ新しく参入する製品、サー
ビス、技術のサポート

- エクイティ対価
- 潜在市場の開拓

クライアント

クライアントに最適なソリューション
規定サイズのものは誰にもフィットしない、とい
うのがシンタックの信条です。多様なクライアン
トに最高のサービスをお届けするために、最適な
人材が担当させていただきます。

- 国、地方、州、都市の貿易経済開発機関
- 多様なセクターの企業及び機関
- 非営利団体や産業組織
- グローバルに投資・事業を行う個人

プロフィール例
年商40億ドルの米企業

- マーケットの成長戦略
- 消費者調査、ブランドレビュー
- 成長領域の洗い出し、ロードマップ作成
- 新しいチャンネルの開拓
- CEO、経営幹部へのサポート
イタリアの投資促進機関

- 市場機会の評価
- 投資家との関係サポート
- キーメッセージの磨きあげ
- 市場開発と来日プログラムのサポート
英国の広告PRエージェンシー

- グローバルクライアントサポート
- マーケットエンゲージメントと業務運営サポート
- 日本市場へのメッセージカスタマイズ
- グループ会長、CEO 来日プログラムを一貫して
サポート

米国経済開発庁

- 駐日事務所の設立と運営
- 市場開発戦略
- トップレベルのリレーションシップ管理
- 徹底的な業界・企業のリサーチ
- 投資案件ほりおこしや数十億ドル規模のプロジェ
クトのサポート

日本政府関連機関

- 欧州企業のエンゲージメント
- 機会生成と本社との連携
- 取締役レベルのミーティングセットアップ
- 投資案件の識別およびサポート
英国グローバルコンサルティング企業

- 駐日事務所の設立と運営
- 米国、欧州、日本のクライアントのプロジェクト
サポート

- 市場開発と機会生成
- 顧客関係管理

チーム

実績豊富なエキスパートが率いる専門
チーム
シンタックチームのメンバーは全てグローバル、
リージョナルあるいはナショナルレベルで長年直
接的な経験を有します。
コアチームに加え、それぞれの分野のエキスパー
トやスペシャリスト / 専門家を起用することで、
ベスト・イン・クラスの結果が得られると考えて
います。
全てのクライアント・リレーショシップとプロジェ
クトは、私どものエグゼクティブチームが責任を
持って直接担当いたします。
ブライアン・ショウ CEO
- シンタック・グローバル創立者、CEO
- レガス・ディレイニー アジア・パシッフィク
会長

- OCO グローバル アジア マネージング・ディ
レクター

-（NGO）RESULTS 役員（米国）
- ハーバード・ビジネス・スクール ＡＭＰ
林 いずみ マネージング・パートナー

- OCO グローバル リサーチ・ディレクター
- グローバル・マーケット分析、上場企業監査役
経験等を有する市場スペシャリスト

- CFA
フランク・ボイランド
シンタックＵＫ マネージング・ディレクター

- アジア・パシフィック事業開発スペシャリスト
- 政府機関投資貿易分野トップとしての豊富な経験
- 半導体、ICT 等のセクター・エキスパートでも
ある

マイケル・ワン シンタックChina ディレクター

- 中国トレード＆インベストメント スペシャリスト
- 欧州・米国の外資系企業、政府機関の中国レプ
レゼンタティブ

- 中国における海外投資の地方、都市政府委員会
への顧問

- APEC 中国委員

シンタックへ連絡ください

Contact Syntaq
日本
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大手町ファーストスクエア
イーストタワー4階

Tel: 03 5219 1468

Hong Kong
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China
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Beijing 100022
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United Kingdom
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パートナー・オフィス
上海, 西安, 杭州, 広州, ニューヨーク, ベルファスト,
ロンドン, パリ, ヴィースバーデン
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