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2021年9月1日
SYNNEX CorporationはTech Data*と合併し

TD SYNNEXとして始動しました

*Tech Dataとは370億ドルの売上、
150,000以上の製品・ソリューションを持つ、
Fortune 90位のITディストリビューターになります



TD SYNNEXは、世界トップクラスのITディストリビューターおよび
ソリューションアグリゲーターです。

当社は魅力あるテクノロジー製品、サービス、ソリューションを世界に提供する
という揺るぎない情熱を共有する22,000人のIT人材が在籍しています。

当社は、顧客がITへの投資価値を最大化し、ビジネスの効果を示し、
成長機会を引き出せるように支援する革新的なパートナーを目指します。

TD SYNNEXとは





Our Vision

世界トップクラスの
ITエコシステムで

あらゆるビジネスの可能性を
拡げます

Our Purpose

テクノロジーで
お客さまの成功を実現します



常に最高のソリューションをグローバル市場に提供します

Our Mission



TD SYNNEXの歩み

TD SYNNEXは、

バランスの

取れたM&Aと

自律的成長の

歴史を通じ、

合併に至りま

した。



ポートフォリオの拡大

ADVANCED SOLUTIONS ENDPOINT SOLUTIONS SYNNEX JAPANGCC

Plus much more…..



ビジネス範囲の拡大

TD SYNNEX は、100を超える国の顧客とベンダーにサービスを提供してまいります

Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Peru
Venezuela
United States

Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Macau
Malaysia
New Zealand
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Austria
Belgium
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg

Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom

Europe
8,000名の従業員

Americas
12,000名の従業員

APJ
3,000名の従業員



TD SYNNEX株式会社のご紹介



TD SYNNEX株式会社 会社概要

1962年10月

國持 重隆

708名（2022年05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

TD SYNNEXグループ

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

TD SYNNEX株式会社



ソリューションアグリゲーターであること

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

●SERVICESolv®、DaaS、DR検証センターなど、付加価値の高いサポートとサービスをご提供



主要取扱ベンダー

ハイブリッドクラウド 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

下記は、取り扱っているメーカー様の一部になります。
TD SYNNEXは、ソリューションアグリゲーターとして、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。



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

コンシューマー＆

周辺機器

コンシューマ

営業本部

システム営業本部

情報システム

本部

モダンデータ

センター
首都圏営業本部

マーケティング

本部

ネットワーク

セキュリティー

エリア営業統括

本部

デジタルサービス

本部

経営

企画室
エンドポイント

教育事業本部

物流本部

東京

流通センター

カスタマーサービス

センター

ECサービス

本部

ビジネス

オペレーション

本部

サービス

ソリューション

※2022年04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

マルチクラウド

TD SYNNEX組織図

大阪

流通センター

パーチェシング

本部

社長

國持 重隆

APJ President

Jaideep Malhotra

営業企画部

セールス

オペレーション部



TD SYNNEX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、

SERVICESolvなど、

TD SYNNEX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

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



TD SYNNEX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 TD SYNNEX?
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TD 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。

TD 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。



サービスソリューション”SERVICESolv®”のご紹介

導入 展開

運用処分

[課題]
現行サーバーのレスポンスが
遅くなったような気が…

[サービスメニュー]
• ハイブリッドクラウドアセスメントサービス
• ネットワーク診断
• APシミュレーション
• 移行/構成コンサルティング
• パフォーマンス診断 等

[課題]
コロナ禍での出社制限。
キッティングしないといけないのに…

[サービスメニュー]
• HDDスクリーニング
• 現地設置作業
• 流通加工
• ステージング環境提供
• クローニングサービス 等

[課題]
オフィス移転・縮小で不要機材が山積み。
安全に端末を買い取ってくれるところないかな…

[サービスメニュー]
• IT機器廃棄仲介サービス、
• リユースリサイクルサービス
• データ消去

[課題]
突然のPC故障。
クラウドに保存したつもりがまさかのローカルドライブに保存。
代替機も用意しないといけないのに…

[サービスメニュー]
• コールセンター
• 延長保証ライセンス更新案内
• ネットワーク管理
• データ復旧
• モダンデバイス対応
• トレーニング 等

[各フェーズの課題と課題に対する当社の解決策]

多彩なサービスメニューで貴社の課題を解決いたします



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

Varnex Japan Cloud 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。



データセンター
モダナイゼーション

ハイブリッド
クラウド

クラウド DevOps アナリティクス セキュリティ

ソリューション

ビジネスコミュニティ
オートメーション化
AIOps
VDI
SDDC
HCI

27 6 11 4 10 29
Solutions

ソリューション

プライベート/パブリッ
ククラウド管理の簡易化
ビジネスコミュニティ
オートメーション化
ワークロードの移行

ソリューション

Click2Run
SAP on Azure
DCのモダン化
Azure Virtual Desktop
Microsoft 365

ソリューション

アプリケーションのモダン化
コンテナ化
マイクロサービス
ワークロード自動化
オーケストレーション

ソリューション

データの可視化
データウェアハウス
データレイク
データサイエンス
機械学習

ソリューション

ペリメータセキュリティ
アプリケーションセキュリ
ティ
ウェブセキュリティ
サイバーセキュリティ

Solutions Solutions Solutions Solutions Solutions

*Vendors listed represents most of the CoE Solutions in APAC and is not limited to the only vendors mentioned above. 

APAC CoE - センターオブエクセレンス
顧客に対して複数の製品を組み合わせ、ソリューションとして提供するサービス
海外では既に80のソリューションが実装されており、Click2Run機能でPoCをそのまま実環境としても利用可能に



Thank You


