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50年以上、組織の成長機会特定を支援
誰もが未来について考えは持っていますが、私達ほど未来の成長のための
機会を特定することに長けている企業はありません。
アイデア創出から
実現まで、皆様が競合他社より前に課題を解決し、新たな機会を特定し
変革をもたらす成長を達成するための、立証された戦略が私達には
あります。過 去 50年 以 上フロスト・アンド・サリバンは、経 済的 変 化

のなか、投資家、企業のリーダー、
政府機関が進むべき方向性を示し、
破壊的テクノロジー、
メガトレンド、
新たなビジネスモデル、採るべき
行動を特定してきました。
その結果、未来の成功へ導く成長の機会の
流れがもたらされました。

組織が今日生き残り、明日へ
向かって進むサポートを提供します

成長への新たな機会がここから始まります
調査および行動をとるための知見グロースパートナーシップサービス
フロスト・アンド・サリバンは50年以上にわたり、様々な手法で主要な業界の情報を集め、
クライアントが重要な意思決定を
行うための支援をしてきました。
一般的な市場調査とは異なり、
競争の激しさ、顧客の力学、業界の融合、破壊的テクノロジー、
世界のメガトレンド、
新たなビジネスモデル、新興市場の7つの視点からの分析を統合し、
完全かつ包括的に業界に影響を与える
要因を特定し、
未来へのシナリオおよびビジョナリーイノベーションへの道を明確にします。複合的な視点から市場を観察し、
世界の様々な地域での、文字通り
「実地調査および分析」
を行うこの総合的な他に類を見ない調査は、
幅広く、
そして深堀した情報
および分析を皆様に提供します。

価格設定、出荷台数＆出荷予測

市場規模＆予測

バリューチェーン＆ビジネスモデル

新興市場

パイプライン＆製品分析

市場勢力図＆市場シェア

市場動向‐成長＆抑制要因

主な業界動向＆その影響評価

技術動向の継続的調査

アナリスト、
コンサルタントの目を通して、私達は情報の山から行動を起こすための知見を提供し、
組織に未来への方向性を示します。
私達のグローバルな視点、
テクノロジーの専門性、
徹底的な業界調査をご活用ください。

インテリジェント
モビリティ
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ICT

トランスフォー
メーショナル
ヘルス

航空宇宙防衛

ビジョナリー
サイエンス

エネルギー環境

計測装置
産業プロセス制御

喫緊の課題に対するソリューション
グロースコンサルティング
私達のコンサルタントは、成長目標の再設定、
市場勢力図の作成、機会の優先順位付け、大きな
影響を与える戦略の実行およびその成果検証を
幾千もの企業と協力し実践してきました。
メガトレンド、戦略実行プランニング、実行支援、
変革管理、組織開発、シナリオプランニングなど
広範囲に渡る豊富な知識を提供します。

貴社の価値を伝える
ブランド＆デマンドソリューション
企業はデジタルトランスフォーメーション戦略のため、
自身のマーケティング部門に大きく依存しています。
今ほど皆様のブランド、ポジショニング、市場参入戦略が重
要になったことはかつてありません。フロスト・アンド・サ
リバンは、50年以上培ってきた市場の知見および受賞歴のあ
るプログラムを融合したブランド＆デマンドソリューション
により、皆様のブランドの認知度向上に貢献します。高度か
つ第三者の視点で成長をもたらすパートナーとして、期待値
を超え、この変わりゆく市場で進む道を示し、大きな利益を
もたらし、皆様がマーケットリーダーとなるためにご支援し
ます。

参加し、化学反応を起こし、変革する
私達のグロースイノベーションリーダーシップ（GIL）の
イベントは、シンクタンク、ネットワーキング、ビジョナ
リーイノベーション、インスピレーションをもたらすリー
ダーシップが融合した、パワフルかつ体験型の学びの環境
を提供します。混沌とした未来と変革をもたらす成長に向
けて万全に備えましょう。

会員の皆様には更なる特典があります！
フロスト・アンド・サリバンのグロースパートナーシップサービスの会員の皆様は、皆様のニーズに関連した独自の調査コン
テンツへアクセスできるだけでなく、弊社アナリストに対し調査内容に関して時間無制限で質問することができ、パーソナラ
イズされたサブスクリプションに関する様々なカスタマーサービスへアクセスすることができます。

調査コンテンツ

アナリストへ質問

顧客の価値向上チーム

グロースイノベーション＆
リーダーシップ（GIL）
ブリーフィング

業界エキスパートとの
カスタマイズされた
成長戦略ミーティング

© 2020 Frost & Sullivan

業界ごとの専門分野
インテリジェントモビリティ
専門分野
フリート＆リース
世界の自動車アフターマーケット調査
世界のテレマティクス、インフォテインメント、
コネクティビティ＆HMIテクノロジー
自動車IT
パワートレイン＆電気自動車
テクノロジー＆インフラストラクチャー
世界の商用車業界調査
交通、サプライチェーン＆物流
鉄道インフラ、車両＆サービス
世界のモビリティ調査‐未来のモビリティ

情報＆通信テクノロジー
専門分野
・モバイル＆ワイヤレス
・ビッグデータ＆アナリティクス
・世界のオペレーション自動化、
・クラウドコンピューティング
・通信サービス（ビジネス＆消費者） データアナリティクス、
マネタイゼーション（ODAM）
・コネクテッドホーム
・競争戦略・企業向け通信
・コンタクトセンター/
・小売りシステム
顧客エクスペリエンス
・セキュアネットワーキング
・サイバーセキュリティ
・情報＆ネットワークセキュリティ ・Stratecastの視点＆
・経営陣への洞察（SPIE）
・デジタルメディア
*戦略洞察に関する
・産業のデジタル
ウィークリープログラム
トランスフォーメーション
・フィンテック
・ITサービス
・ユニファイドコミュニケーション＆
コラボレーション

トランスフォーメーショナルヘルス
専門分野
デジタルヘルス
先進医療技術
医用画像診断＆インフォマティクス
次世代診断
Pharma 2.0

©  Frost & Sullivan

航空宇宙、防衛、セキュリティ
専門分野
空港
セキュリティ
防衛
航空
無人システム
宇宙

ビジョナリーサイエンス
専門分野
インフラストラクチャー＆モビリティ
農業＆栄養
個人用防護服
ウェルビーイング
鉱物＆金属

エネルギー＆環境
専門分野
住居＆ビル
環境＆水道
石油＆ガス
エネルギー＆貯蔵
分散型エネルギー
発電
クリティカルパワー
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計測、装置、産業プロセス制御
専門分野
オートメーション
プロセス
ウェルディング
センサー＆装置
IIoT
パワートランスミッション
機械試験＆汎用試験
通信試験
自動認識＆データ収集
分析装置
半導体
電子機器

知識に特化したソリューション
将来成功するための成長、拡大に目を向けて、クライアントが目まぐるしく変化する市場を進む
サポートを提供するために、フロスト・アンド・サリバンは、知識に特化した様々な分野の専門性を
備えています。
未来志向派として、アドバイザーとして、私達の目標は、クライアントが気づいていない機会を特定し、
クライアントが大きく成長するサポートをすることです。

ビジネス＆金融サービス
高まる行政監視とデジタルエコノミーにより、顧客の
期待が変化し、金融サービス業界は再構築を迫られて
います。
フロスト・アンド・サリバンのビジネス＆金融サービス
チームは、M&Aの活動や財務評価の動向など、金融
サービスセクターにおける世界の動向と地域の進展に
関して理解するためにサポートし、金融サービス機関、
政府機関、教育機関や研究機関へのコンサルティング
サービスを提供します。
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ビジョナリーイノベーショングループ
フロスト・アンド・サリバンのビジョナリーイノ
ベーショングループは、変革をもたらす発展が、
未来の市場および私達の世界に対してどのような
影響を与えるか、それに対してどう行動すべきか
を特定するため、行動に移せる、価値に焦点を当
てた洞察を提供します。
世界の動向におけるソートリーダーとして、ビジ
ョナリーイノベーショングループは、未来の緊急
対応計画の形でグローバル企業に保険を提供でき
るよう、市場の警告のサインを理解するための専
門性を築き上げてきました。

TECHVISION
TechVisionグループは、新興テクノロジーに関する未来を見
据えた知見の提供、次世代イノベーション調査、テクノロジ
ー専門家と業界専門家のインタラクティブ、テクノロジーへ
の投資に関する戦略、ロードマップ、知財動向、イノベーシ
ョンおよびR&Dのリーダーチームへのワークショップなど、
様々な戦略的サービスを提供します。
これらのサービスにより、組織を大きく成長させるために、
破壊的変革をもたらすテクノロジーおよびイノベーションを
活用するアイデアと戦略をクライアントへ提供します。
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今までにないユーザーエクスペリエンス
より俊敏に、より速く、よりスマートに

人工知能

思考の力を最大化する
コラボレーション

指によるデータ操作

私達はデータに依存した世界にいます。
しかし、データを見つけることと、
正解を見つけることは常に等しい訳では
ありません。フロスト・アンド・サリバ
ンの会員ポータルサイトは、独自の視点
と過去に調査した動向に基づき、未来の
予測と推奨を提供するためのデータライ
ブラリーにとどまりません。
最新の人工知能を搭載し、ユーザーに有
益な情報を抽出する高度なフィルタリン
グ機能、成功に導くための推奨や動向調
査の情報へ本能的に導かれる設計のポー
タルが備わっています。

会員ポータルサイトはモバイルファー
ストに設計されています。世界中どこ
からでも、どのようなデバイスからで
も探している情報に素早く簡単にアク
セスできます。
インタラクティブな目次からビジュア
ルイメージ、グラフやチャートまで、
ビジュアルパターンが素早く効率的に
特定でき、迷いなく必要な情報へ行き
つくことができます。

一つの場所に籠って仕事をする日
々は過ぎ去りました。フロスト・
アンド・サリバンのポータルサイ
トは、ユーザーがコミュニティの
力を最大限活用し協力できるツー
ルを搭載しています。
このコラボレーションツールは、
ユーザーが知識を共有する、質問
をする、記事を配布、SNSを使い
共有するなどの機能があります。

インタラクティブ
チャート

インテリジェンス
ハイライト

カスタムPDF作成

人工知能

アナリストとの
個別のコミュニケーション

動向分析をビジュアル化

調査について
アナリストが紹介

調査のあらゆるセクションを
PDF化してエクスポート

より速く簡単に
お答えするために

調査専門家と
相互コミュニケーションを
取りながら答えを探す

音声のテキスト化

指によるデータ操作

マインドセットの機会

探している応えを得るために
音声で質問

進歩を続け、成長を加速する

動画
経験豊富なアナリストから
業界の洞察を得る

p

インタラクティブ
フォーキャスト
変わりゆく市場の
モデルを作成し結果を予測

アナリストやシンクタンクとの
交流により機会を学ぶ

開発中

テクノロジーの専門性
IoT、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、
アナリティクス、セキュリティ、モビリティ、
付加価値を付けたサービスなどの、デジタルトランス
フォーメーションをもたらすテクノロジーに関する専門性。

業界の融合
ビジネスモデルや業界のトランスフォー
メーショナルなど、エコシステムを横断した
デジタル化の機会を深く理解する。

皆様の組織は次に迫りくる業界の融合、
競争の激化、メガトレンド、
新たなべストプラクティス、
変化する顧客力学、
新興経済の波を迎える準備は
できていますか？
ぜひフロスト・アンド・サリバンに
ご相談ください！

様々な情報を徹底的に網羅
クライアントの新たなデジタル
エコノミーへの順応と成長目標の
達成を支援するための専門性と市場の知見。

)URVWFRP
ZZZIURVWFRMS
グローバルな視点
テクノロジーの用途や、自動車製造、
ヘルスケア他の市場を横断した
グローバルな専門性。

比類のないサポート体制
1200人を超えるアナリストとコンサルタントが、
デジタルトランスフォーメーションを起こす
テクノロジーの用途や市場を継続的に観察。

050-6875-0901

