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SYNNEX Corporationについて

米国を中心に様々な地域でグローバルな顧客をサポートする、IT&流通ネットワークを駆使した大手ディストリビューターです。

134
四半期連続
黒字決算
2020年度 第4四半期
3.5% Non-GAAP指標

SYNNEX Corporationは

米国で

TOP3
のディストリビューターです

1980年の創設から

40年
大手グローバルパートナー様

との深い連携を強みに



自律的成長の促進 戦略分野への投資コアビジネスの効率化

SYNNEX Corporationの戦略

ラインカードの拡大、Everything as a Service 

（EaaS）への投資、

ハイブリッドクラウドソリューション、

営業および製品チームの増員などにより、

サービスや製品をさらに充実させる。

コアビジネス、マージンの拡大、

運転資本の効率化に

絶え間なく取り組む。

クラウド、セキュリティ、

サービス、バーティカル市場

における戦略的収益機会の特定と統合。



私たちは、全社員とステークホルダーのために価値を創造します。

業界で最も優れた製品とサービスを提供することを約束します。

忠誠心、チームワーク、誠実さ、そして勤勉さを大切にします。

SYNNEX Corporationの行動指針

Velocity （速度）

私たちにとってベロシティ（速度）とは、柔軟

性があり、変化に可能な限り早く対応すること

を意味します。顧客やベンダーの市場の変化を

いち早く予測し、素早く適応します。私たちは、

意思決定プロセスから実行までを迅速に行い、

顧客満足度と結果を最大化するために最適なリ

ソース管理を実施します。

Value （価値）
私たちが行うすべてのことに価値があるべ

きです。私たちのステークホルダーにとっ

て価値を生み出さないアクションは行わな

いことで、より重要なアクティビティへリ

ソースを集約させます。

Visibility （可視性）
透明性のある行動によって、進捗状況や成功へ

の障壁を常に可視化します。可視化により課題

や機会に関する正確でタイムリーな情報を得る

ことができ、積極的な行動や的確な判断を可能

にします。



© 2021, SYNNEXCorporation

5

65支店
北米、南米、アジア太平洋、欧州で展開

製品カテゴリ
ITシステム、ネットワーク、UCC、

コンポーネント、IoT、周辺機器、

ソフトウェア、セキュリティ、

アナリティクス、統合ソリューション

ハイブリッドクラウド
戦略サービス
中小企業、中堅企業、エンタープライズ、

ハイパースケールコンピューティングを

Hyve Solutionsが担当

$20B
FY20
売上 (1)

500+
OEMs &

パートナー

40K+
技術製品の販売

25K+
販売店

（1）テクノロジーソリューションを反映

米国TOP3ディストリビューターである所以



強固なベンダーとの関係

500+
Vendor

Relationships

提携パートナーが当社の幅広いソリューションを活用することで

さらにビジネスを成長させることを可能にします。

Value-Add

Design Services

Assembly and Test

Professional Services
(UCC, Network, Security, Servers)

Specialty

Niche‒Targeted Markets

Partner Enablement
(EaaS, SW, Wholesale,

Strategic Procurement)

Volume

Supply Chain Efficiencies

Tech Support

Inventory Management

Financing Program
(Consumer, Commercial)

SMB

29-35%

Public Sector

21-25%

Consumer

7-13%

Enterprise

30-38%

25,000+
Resellers &

Solutions

Providers

SYNNEXの価値とボリュームを示すハイブリットな構造

ベンダーと顧客とを結ぶ重要な役割



大手グローバル ITソリューションディストリビュータの誕生

SYNNEXとTechDataの変革



SYNNEX Corporationは
米Tech Data社との合併に合意※しました。

世界最大の ITディストリビューターへ

高付加価値・高成長分野への投資をさらに拡大、世界100カ国以上で、20万点以上

の製品・ソリューション提供が可能に。年間推定売上570億ドルの企業へ。

※2021年3月22日、SYNNEX Corporationは、Tech Data社と合併に関する最終合意を締結したことを発表しました。これにより、純負債を含めて
約72億ドルの価値を持つ取引を行います。合併後の会社の年間推定売上高は約570億ドル、社員数は22,000人を超え、顧客やベンダーに製品、サー
ビス、地域を超えた広大なリーチを提供し、テクノロジーの導入を促進します。



Note:

Estimated pro forma revenue shown for FY 2020 for SYNNEX and LTM as of October 31, 2020 for Tech Data

Deep
Vendor 

Relationships

List

#60

100+
Countries Served

150,000+
Customers

$57B
Annual Revenues

1,500+
Vendors / OEMs

$1.5B
LTM Adj. EBITDA

200,000+
Products 

& Solutions

22,000+
Skilled 

Associates & Colleagues

SYNNEX CorporationとTech Data社の合併がもたらす変革的トランザクション



PC’s Mobile Cloud Software Peripherals AR VR

Servers Analytics Hybrid Cloud Networking Security AI Collaboration

Endpoint 

Solutions

Advanced  

Solutions

Specialized  

Services
Lifecycle /  

Renew
Components Maintenance

Integrated  

Solutions

Micro-

processors
EaaS Hyve

SMB、企業、エンドユーザー、公共および産業とあらゆるマーケットへ。

エンド toエンドの製品ポートフォリオやソリューションのサービス提供を可能にします。

補完性の高い製品群とグローバルな販売基盤により、多様な収益源が得られること。

大きなクロスセリングの機会と、包括的なEaaSを市場に提供する能力を提供する。



クラウド

$260B 29%

CAGR

次世代

データセンター

$103B 7% CAGR

セキュリティ

$71B

8% CAGR

IoT

$375B 

16% CAGR

第３のプラット
フォームサービス

$325B 12% CAGR

5Gテクノロジー

$21B

74% CAGR

データ分析/AI

$114B

18% CAGR

+
Substantial Market

Opportunity

注）推定市場規模は、社内管理職の推定値とIDC 3rd Platform Blackbook All 4 year CAGRによる。

私たちは、最も大きく急成長する

セグメントの市場シェアを握る

プレミアムプロバイダーとなります



専門的な知識を備えた多様なグローバルパートナーネットワーク。

世界中（5大陸・100カ国以上）のサポートパートナーと連携したサービスを提供します。

アメリカ（北米・南米）

収益規模：約340億ドル
事業拠点：11カ国

グローバルスタッフ：12,000人

EMEA（ヨーロッパ・中東およびアフリカ）

収益規模：約200億ドル
事業拠点：26カ国

グローバルスタッフ：8,000人

APEC（アジア太平洋地域）

収益規模：約30億ドル
事業拠点：13カ国

グローバルスタッフ：3,000人

地域、製品、ソリューションの多様性と精通度を組み合わせることで、大幅なコスト削減と購買の効率化を実現。

技術の採用を促進し、世界で最も革新的なOEMを誘致する。



SYNNEX Japanのご紹介



シネックスジャパン株式会社会社概要

1962年10月

國持 重隆

674名（2021年5月末時点）

〒135-8559

東京都江東区東陽6-3-1 東京イースト21 ビジネスセンター2F

SYNNEXグループ

アメリカ合衆国 カリフォルニア州 フリーモント

パーソナルコンピュータを中心とするハードウェア

およびソフトウェア、クラウド・サービス、

モバイル関連サービスの卸売り販売

800+

3,200+

コンシューマー50％ / コマーシャル 50%

会 社 名

設 立

代表者名

従業員数

日本本社

グループ会社

事業内容

取扱ベンダー数

リセラー数

ビジネスの割合

※2020年12月現在



シネックスジャパン株式会社 未来を見据えて
シネックスジャパン株式会社は、SYNNEXグループの企業ネットワークに加えて大手グローバルパートナーとの連携を強みに、
海外で実績のあるソリューションを日本市場において他社に先駆けて展開いたします。

2001 2010 2018 2020

㈱コンセントリクスを分社化関東電子機器販売㈱
として創業

丸紅インフォテック㈱
に社名変更

SYNNEX Corporationに統合
シネックスインフォテック㈱に社名変更

米国本社との連携強化に向け
シネックスジャパン㈱に社名変更

1962

2020年12月1日、SYNNEX Corporationは Concentrix Corporationの分社化が完了したことを発表。2021年以降も下記に注力していきます。

SYNNEX Japan 

History

成長

獲得可能な最大市場規模へ

実績

資本構成管理

スケールアップ

売上最大化、従業員の増加

強み

大きな価値を生み出すM&A実行

多様化

売上と利益を最大化

リーダーシップ

業界での豊富な経験を持つ

優れた人材

訴求力

業界トップのマージンを誇る

財務内容

2021

米Tech Data社との合併に合意



グローバルハイブリッド
ディストリビューターであること

1 グローバルな視野とネットワークを強みに

●大手グローバルパートナー様との強固な連携

●海外の最先端テクノロジーのトレンドをいち早く日本市場に紹介

2 テクノロジー&ソリューション・アドバイザーとして私たちができること

●ハイブリッドクラウドやネットワーク/セキュリティ、コラボレーション市場での成長戦略

●国内のすべての大手量販店とのネットワークに加え、ECビジネスの強化

●ソリューションセリングによる課題解決型のご提案

3 IT＆流通ネットワークを駆使したワンストップサービスを実現し、多彩なニーズに対応

●グローバル＆スケールメリットにより、幅広くかつスピーディーにサービスをご提供

●50年以上のディストリビューション実績

●ECNex や CLOUDSolv® の独自のITインフラによるスムーズな流通ネットワーク

●DaaS、DR検証センター、インフラ構築サービスなど、付加価値の高いサポートとサービスをご提供



SYNNEX Japan FY21 Focus

自律的成長の
促進

戦略分野への
投資

コアビジネスの
効率化

Divide and Grow 自律的成長

EC : B2C to D2C to B2B

New Vendor & Reseller 新規顧客

New Normal への対応

Ecnexの活用とデータ分析



SYNNEX Japan FY21 Focus（Organization）

ソリューション毎に組織を編成

自律的成長に向けて

PM

Division

PM1

PM2

Vendor A

Vendor B

Vendor C

PM

Division

PM１ Consumer

PM2 Hybrid Cloud

PM3 UC/VC

PM4 PC & Display

PM5 Service

Vendor A

Vendor B

Vendor C

As is（FY20）

Team by Vendor 

As of（FY21）

Team by Solution 

成長分野への投資

●コンシューマー注力ベンダーの成長
●オペレーションの最適化

●B2Bビジネスのサポート/ECビジネスの強化

●アフターGIGAへの対応力強化

●High School GIGAビジネス

●Chromebook導入校への導入後支援

●BYODを見据えたサービスの準備

●ハイブリッド（マルチ）クラウドビジネスの拡大

●ラインカードの追加

●CLOUDSolvの活用促進

●各種ITサービス会社との協業

●ソリューションセールスの活動を強化

●ハイタッチ案件を増やす

●エンドユーザーマーケティングの促進

●エリア営業との連動

更なるBU化を加速!



SYNNEX Japan FY21 Focus（Business）

FY21 コンシューマービジネス

高効率オペレーションの実現

●コスト最適化

●ローコストビジネスへの対応力強化

●スケーラビリティーの確保

法人ビジネス支援

●量販店法人ビジネスの拡大

●コンシューマー商材の法人展開

ECビジネスの強化

●EC商流と商材の拡大

●量販オムニチャネルビジネスへの積極的支援

FY21 コマーシャルビジネス

DX

●CLOUDSolv ●デジタルコンテンツ ●顧客専用ECサイト

業種

● 教育

・Post GIGA

・GIGA HS 

●中小企業向け

クラウド活用支援

テクノロジー

ハイブリッドクラウド

コラボレーション

セキュリティー ネットワーク



ハイブリッドクラウド

主要取扱ベンダー
下記は、取り扱っているメーカー様の一部になります。
シネックスジャパンは、ハイブリッドディストリビューターとして、グローバルネットワークを強みに
最適なITソリューションを提供し、パートナーのビジネスの継続的な成長をサポートします。

ネットワーク/セキュリティ コラボレーション クライアントソリューション ハードウェア/周辺機器



シネックスジャパン株式会社 組織図

プロダクト

マネジメント部門

ソリューション

営業部門

コンシューマ

営業部門

エンタープライズ

営業部門

ファイナンス

部門

オペレーション

部門

デジタル・トランス

フォーメーション

&マーケティング部門

HR・GA

& LEGAL部門

第1プロダクト

マネジメント部門

コンシューマ

営業本部

第１

営業本部

情報システム

本部

第2プロダクト

マネジメント部門

第2

営業本部

マーケティング

本部

第3プロダクト

マネジメント部門

第3

営業本部

デジタルサービス

本部
経営

企画室

第4プロダクト

マネジメント部門

第4

営業本部

パーチェシング

本部

物流本部

大阪

物流センター

東京

物流センター

ECデジタルサービス

本部
ビジネス

オペレーション

本部

第5プロダクト

マネジメント部門

ワールドワイド テクノロジーソリューション ディストリビューション社長

マイケル・アーバン

社長

國持 重隆

※2021年6月現在

デジタル・トランス

フォーメーション

推進本部

コンシューマ

ストラテジック

セールス本部

コンシューマ

ストラテジック

PM本部

コンシューマ

ストラテジック

ビジネス部門



シネックスのCommercialソリューション

第3のプラットフォームを支える

ソリューション提案と

エンドユーザータッチで

更なるビジネス拡大を図る

目的

Solution

Focus Solutions

HCI、サーバー、ストレージ、クラウド、

UC/VC、ネットワーク、セキュリティ、

VR/AR、DaaS、DR検証センター、

インフラ構築サービスなど、

シネックス独自のソリューション

Go to Market

業種別ソリューションアプローチ： 公共・文教・医療

エンドユーザー、パートナー双方へのデマンドジェネレーション

既存のSI・リセラーパートナーの新規ビジネス、

新規パートナー開拓

プラットフォーム

CLOUDSolv：クラウドソフトウェア、

DaaS（ハードウェア）、IoT

ECNex：既存ユーザーへアプローチする独自のECサイト

NEXPECT：ソリューション提案するオウンドメディア

エンドユーザータッチ

直接エンドユーザーにアプローチし、

顧客と市場のニーズを把握。的確な

ソリューションが可能に。



Go to Market 業種別事例

日本体育大学荏原高等学校

将来のクラウド化を目指し、サーバーを1/5集に

約しハイブリッドクラウド環境を実現。学校自

身で運用できるシステムを構築し、より生徒に

ITのメリットを提供できるように。

文教 和光学園

Google for EducationとChromebookで、プレ

ゼンやITスキル、また英語の学習にも効果を発

揮しており、授業を通じてICTを学べる環境を実

現。また先生の集計作業なども大幅に短縮。

文教 姫路市役所

情報システム最適化計画にあわせ、課題のスト

レージ処理速度の改善にNimbleストレージを採

用。AIを利用した障害の予兆管理で保守も容易

に。

公共

柳川高等学校

当行では『スマート学園構想』を推進しており、

最先端のICTツールを活用する授業にSurface

Hub 2Sを採用。遠隔授業やアクティブラーニン

グはもちろん、海外の付属校との英語授業も実

現し、学園のグローバル化を実現。

文教 株式会社アジアンリンク

社員の入替りが社内外で多く発生する課題を、

PC＋Microsoft 365を月額課金で提供する

『DaaS』で解決。サポートのついており廃棄処

理も不要のため、IT側のリソース負荷の軽減に

も貢献。

IT 勝沼ナーシングセンター

Avaya Officeでナースコールとスマホの連携を

実現。ポケベルやPHSに代わり、スマホを導入、

既存の環境を活かしつつ生産性を向上。 将来

的にはAIによる緊急性の判断などの機能追加に

も期待。

医療



シネックスのConsumerソリューション

量販店とECの両軸から

製品を展開することにより

ビジネスの最適化・拡大を

データを元にサポート

目的

Solution

Focus Solutions

5G、Home IoT、AR/VR、

ドローンなどの最先端プロダクト

ConsumerからCommercialへ、

CommercialからConsumerへの

クロスした製品展開

データ分析

POSデータ、ECデータを分析し、

最適な製品展開をサポート

チャネル

量販店・ECともに多様なチャネルにてビジネスを展開

オンラインサービス

ECストアの運営や、

ソーシャルメディアの代行など、

オンラインでもサービスをご用意量販店

EC



Why SYNNEX Japan?

ご提供サービスについて



パートナー様のビジネスをサポートする ITインフラ

米国SYNNEX本社で実績のある、クラウ

ド・ソリューションにフォーカスしたリ

セラー様向けの独自ポータルサイトを日

本でも展開。オーダー、契約一覧、更新

管理などを包括するツールとなっており、

プロビジョニング（ユーザー側での有効

化、初期設定が不要）、クラウドコミュ

ニティ、マーケットプレイスによる情報

を提供しています。

ECNex®（イーシーネックス）は、お客

様のご要望を実現するための検索+見積

+発注システム。ただ商品を検索するだ

けでなく、ソフトウェアライセンスを含

む見積を、画面に従って操作するだけで

作成できる「かんたん見積」機能も搭載

しています。

SYNNEXが運営するソフトウェアライセ

ンスECストアで、たった3つのステップ

で見積りが可能。Web上で簡単かつス

ピーディーに見積り、ライセンスの契約

まで行うことができます。ログインIDや

パスワードの取得が不要なため、簡単に

購入可能となっています。



エンジニアリングサービス

プリセールス ポストセールス

製品選定 技術的な製品説明 製品設定
ドキュメントの提供

構成提案 検証支援

技術的な問い合わせ 問題切り分け

故障品交換対応



ラストワンマイルを実現するサービスソリューション

Sales Stage

フィールド
サービス

保守
サービス

教育
サービス

ITAD
サービス

●キッティングサービス

●Public / Private Trainings

●Onsite / Virtual Classes

●リユースリサイクルサービス
●下取サービス

●データ復旧サービス ●データ消去サービス
●廃棄仲介サービス

●G-COS / 教材バンク
（Google Workspace for Education）

●オンサイト設置サービス

●ヘルプデスク/テクニカルサポート
●延長保守サービス
●リモート監視サービス

●RMAEasy to Buy, 

Easy to Sell.

シネックスジャパンは、各ステージにおける最適なサービスをお客様にご提供します。



最適化された物流サービス

●東京・大阪各流通センターによる入出庫業務

受入：仕入先から届いた商品を倉庫に仮置き

受入検査：数量や型番など発注通りの納品か検査（箱破損連絡）

入庫・仕入確定：検査完了後、商品を棚卸資産及び買掛金に計上

保管：適切な保管方法で、品質を維持しながら保管

出荷指示：商品、数量、日時など出荷情報を指示

ピッキング：出荷指示に対し必要な数だけ商品を保管場所から抜き出す

品揃え・検品：ピッキング後に特定の場所に集め、出荷指示との確認を行う

出荷：倉庫から注文先へ搬出する

棚卸：棚卸ルールに基づいて実在庫数を確認する

●物流工場・キッティングセンターによるサービスの提供

BOX製品・ラベル貼付などの流通加工

●ロジスティックスサービスの提供

3PL（倉庫代行）

●カスタマーサービスセンター：顧客からの返品申請対応

●業務センター：返品製品の受け入れ、ベンダーへの発送業務

●倉庫業務のコスト削減と各種サービス提供による売上貢献

物流本部

東京流通センター 大阪流通センター商品物流管理部

カスタマーサービス
センター

東京業務センター

東京流通センター
千葉県柏市
約4,000坪大阪流通センター

大阪府茨木市
約1,500坪



EC市場への流通を最適化

商品提案 各ECサイトごとに最適かつ多彩な商品の提案および販促支援を行います。

プラットフォーム

Amazon

プラットフォームとしてのAmazonを、卸し・出店・販促施策を絡めて、
最適に活用します。

D2C支援
ベンダーD2Cサイト構築運営を行います。各ECモールへの出店も含めて、
ベンダー様の目的に最適な運営を行います。

EC流通経路
大手EC・大手モールを通して、EC全般にわたる流通経路をベンダー様の利益
拡大に最適化します。

商品データ・コンテンツ
EC市場で不可欠な商品データ・コンテンツを、各ECサイトに合わせて販売拡
大に最適化します。



マーケティングサービス

オフラインマーケティング

共同セミナー・イベントの開催

アウトバウンドコール

チラシ・ポスターなどの制作

デモ機の貸し出し機、

エンジニアリングサポート 等

デジタルマーケティング

ホワイトペーパー共同作成

ランディングページ共同作成

メルマガコンテンツ提供および共同配信

動画やウェビナーの共同制作・配信

広告配信

SNS代行運用

協業マーケティング Varnex Japan Community

コミュニティを通じて地域のリセラー様・ベンダー様の成功、

売上の最大化を目指す

年1回のカンファレンス(総会)および地域イベントの開催

専用ポータルサイト、メルマガによる情報発信・共有

セールスコンテストの開催

製品トレーニングによる営業力強化サポート

Co-marketingによる販売促進サポート

US Varnex Conferenceの視察ツアー

セールスコンテスト表彰式 カンファレンス（総会）

詳しくは、別冊の「マーケティングブック」をご参照ください。



https://www.synnex.co.jp

Thank you

https://www.nexpect.jp synnex jp synnex jp


