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 宇宙市場での30年以上にわたる専門知識



サミット

調査コンサルティング

トレーニング

当社は、衛星産業の専門知識を活用して、
世界の主要企業および政府に適切なアドバイスを行い、

お客様の信頼にお応えしています。

Euroconsultは、宇宙市場に特化した大手グローバルコ
ンサルティング会社です。非公開の完全独立会社として
、当社は一流の戦略的コンサルティングを提供し、各種
調査を設計・実施しています。また、衛星産業を対象に
、幹部レベルの年次サミットを開催しています。Euro-
consultは30年の経験を生かし、50ヶ国の600のクライ
アントの皆様に信頼されるサービスをお届けしていま
す。当社は、上級アフィリエイトコンサルタントのネット
ワークを活用し、フランス、カナダ、米国、日本を拠点と
する30人超のフルタイムの専門家からなる多文化チー
ムを編成して、コンサルティング等を行っています。

事業内容
コンサルティング、調査、サミット、
およびトレーニングプログラム
Euroconsultでは創業以来、宇宙セクターに関与する機
構、産業、金融の組織に独立した評価を行い、意思決定
を支援することを当社のコアビジネスと位置付けてい
ます。コンサルティングサービスには、事業計画、政府
プログラム、および方針の独立した評価、市場分析と予
測、財務評価、リスク評価、デューディリジェンス、フィー
ジビリティスタディ、経営管理サービスが含まれます。

Euroconsultの調査部門は、構造、市場関係者、収入お
よび力学を含む、宇宙・衛星産業の評価に重点を置い
ています。当社の調査報告書には、長期のトレンド、商
業、プログラムおよび経済のベンチマーキング、最新情
報、主要経営比率により補足された10年間の予測が含
まれます。当社の調査は、宇宙セクターに関与するほと
んどの官民の利害関係者により、主な参照ツールとして
30年にわたり使用されています。

Euroconsultは、豊富な知識と幅広いネットワークを駆
使して、幹部レベルのサミットを開催し、世界中のクラ
イアントが1つの場所に集まるフォーラムを実現してい
ます。フォーラムでは必ずトップレベルの会議を開き、
上級幹部の講演者が講演を行います。集まった代表者
は、業界が直面している問題を基準に従って評価し、問
題に関する意見を交換します。当社の毎年のフラッグシ
ップイベントであるWorld Satellite Business Weekは
1995年から続いており、業界の見逃せないイベントとし
て定着しています。

50人を超える上級専門家グループの知識や経験をもと
に、Euroconsultでは、宇宙産業のすべての側面に関し
て、カスタマイズされた幹部トレーニングプログラムと
セミナーを開催しています。お客様と協力して、ニーズ
に適合したプランを考案し、ご希望の実施場所や方法
でお客様にご提供いたします。

50ヶ国で600のクライアントの皆様に信頼されるサ
ービスをお届けしています



コンサルティング
Euroconsultは50以上の国で、500超のコンサルティン
グミッションを完了しました。当社のクライアントの大
部分は、繰り返し当社を利用し、ビジネスとネットワーク
の拡大を図るため、当社の専門知識を活用しています。

ビジネス戦略のサポート
意思決定プロセスにおいて、Euroconsultは中小企業か
ら大企業までをサポートして、新しい機会を評価し、市
場でのポジショニングをレビューします。企業の戦略立
案に関する当社の知識は、全範囲の宇宙用途を対象と
し、新興のリーダーや世界的リーダーを含む、衛星バリ
ューチェーンのすべての官民の関係者に提供されます。

主な業務内容は次のとおりです。
• 市場分析および予測
• 市場評価
• 競合分析とベンチマーキング
• 顧客調査
• SWOT評価

商業的デューディリジェンス
Euroconsultは、大口の取引に必要なデューディリジェ
ンス分析に関して、定期的に衛星事業者、サービスプロ
バイダー、放送局、投資家、貸主、またはその顧客やサ
プライヤーに助言を提供します。各評価には、価格、競
争、市場へのアクセスの問題を含む国・地域の市場動
向の詳細な調査に加えて、資産と会社のポジショニン
グの詳細な評価が含まれます。また、SWOT分析、顧客・
パートナーのポートフォリオおよび契約条件と方式の
詳細な評価も実施されます。主な業務内容は次のとお
りです。

• 独立したビジネスケースの評価
• 価格の評価
• 収入の予測とDCFモデリング

政策評価
Euroconsultの中心的活動ではまた、正確な戦略への
提言を行うために、政府の（民間および防衛の）組織が
方針、規制、プログラム、投資効率を評価する際、また実
践のベンチマーキングを行う際に支援します。主な業
務内容は次のとおりです。

• 方針およびプログラムの評価
• 影響評価
• 社会経済分析および費用対効果分析
• 国際ベンチマーキングおよびベストプラクティス

運用管理サービス
Euroconsultの運用管理サービス（Operations Manage-

ment Services：OMS）では、社内の専門家と上級幹部の
経験がある外部のパートナーから成る国際的なチーム
を編成し、衛星の幹部がビジネスの管理および運営を
行ううえで必要な独立した信頼できるサポートを提供
します。当社は、企業および政府と協力して、衛星システ
ム、地上ネットワーク、衛星の能力とサービスに関連し
た、エンドツーエンドのソリューションを提供すること
に専念しています。主な業務内容は次のとおりです。  

• プログラムの仕様と開発のレビューのサポート
• 衛星および地上のインフラの調達のサポート
• Satcomの能力と画像データの調達のサポート
• プログラム管理
• プロセスの最適化
• 市場アプローチおよび販売戦略
• 幹部のトレーニングプログラム

当社のコンサルティングサービスに関する詳細は、
以下にお問い合わせください。

Steve Bochinger, COO 
consulting@euroconsult-ec.com



Euroconsultの調査をオンラインで購入する
各種調査報告書のご購入、ダウンロードについては、ウェ
ブサイト（www.euroconsult-ec.com/shop）をご覧くださ
い。簡単・安全にご利用いただけます。

過去30年間にわたり、Euroconsultは衛星産業における
トレンドの評価で卓抜した専門知識を維持してきまし
た。当社は、国際的な宇宙セクターにおける詳細な市
場、業界、方針、プログラム、および財務情報を毎年、収
集、更新、評価しています。当社は、体系的に適用され、
テーマに関する調査報告書の発表で中心となる独自の
データベースと予測モデルを開発しました。方法の一
貫性は、何年間も当社を定期的に利用している大手宇
宙関連企業から信頼を得るために必要なことのひとつ
です。

• 衛星の製造
• 打ち上げサービス
• 政府プログラムおよび方針
• 衛星通信
• 地球観測
• デジタル放送
• 衛星の応用、サービスなど

調査

調査報告書に関する詳細は、
以下にお問い合わせください。

Andrew Smith, マーケティング担当ディレクター
reports@euroconsult-ec.com

企業の調査への登録
企業アカウントにご登録いただくことで、貴社は、興味の
ある調査報告書や取得をご希望のライセンスの種類（単
一ユーザーライセンスまたは企業ライセンス）を選択で
きます。

ご登録いただくと、以下のようなメリットがあります。

• 予算に応じた価格の値引き
• 柔軟な支払いオプション（1回または2回払い）
• 市販された調査報告書がすぐにご利用可能
• 報告の作成チームへのアクセス
   

企業の登録は、顧客に向けてカスタマイズされており、ニ
ーズに合わせた柔軟な対応が可能です。



LATSAT
THE LATIN AMERICAN SATELLITE 
COMMUNICATION & BROADCASTING SUMMIT
メキシコシティ、5月

LATSATは5月にメキシコシティで開催され、中南米
の衛星通信市場の100人を超える幹部レベルの利害
関係者が結集します。官民セクターからの30人超の
上級幹部レベルの講演者が出席し、2日間の円卓会
議と基調プレゼンテーションで、現地および世界市
場の問題が話し合われます。サミットは、中南米の
利害関係者がネットワークの構築を行い、市場の進
化について話し合い、取引を行うことができる独自
の幹部ミーティングの場です。LATSATは、英語とス
ペイン語で開催され、Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes（メキシコ運輸・通信省）と主要衛星
メーカー、事業者、サービスプロバイダーを代表す
る主要業界関係者が支援しています。

PERSPECTIVES SPATIALES
パリ、1月
フランスと欧州の宇宙セクターのための比類ない年
次イベントである、Perspectives Spatialesは、1月ま
たは2月にパリで開催され、すべてのレベルのバリ
ューチェーンおよび官民セクターからの150人のト
ップレベルの代表者が結集します。このイベントの
講演者には、特にフランスの研究・高等教育大臣、
フランスおよび欧州の宇宙機関の局長、主要業界関
係者と衛星事業者のCEOなどが含まれます。サミッ
トは、フランスの航空宇宙工業会（GIFAS）と提携
して組織され、フランス語で開催されます。

World Satellite Business Week
www.satellite-business.com

LATSAT
www.latsat-congreso.com

Perspective Spatiales
www.perspectives-spatiales.com

Euroconsultは、サミットおよび幹部のトレーニングプログラムの作成と組織化で際立った評判を確立してきまし
た。当社は、専門家の知識と業界とのコネクションを活用して、当社の国際的な幹部クライアントベースを結集
するサミットを開催します。サミットでは必ずトップレベルの会議を開き、上級幹部の講演者が講演を行います
。集まった代表者は、業界が直面している問題を基準に従って評価し、問題に関する意見を交換し、また大口の
取引を行います。

サミットの会場は、各イベントの不可欠な部分であるネットワーク構築とビジネスミーティングに役立つ状況等
を考慮して選定しています。

サミット

WORLD SATELLITE BUSINESS WEEK  
パリ、9月

World Satellite Business Week（WSBW）は、グローバル
衛星ビジネスのための独自の幹部ミーティングの場であ
り、トップレベルのプレーヤーにとって必ず出席すべき
イベントとして浸透しています。WSBWは、衛星通信と
情報ビジネスのさまざまな分野を対象とする2つのサブ
イベントから構成され、すべてのレベルのバリューチェ
ーンからの全範囲の地域の市場と産業セクターを代表す
る、長期的パートナー、スポンサー、および統合参加者
によりサポートされます。これには、放送局と流通業者
、衛星・通信事業者、投資家、金融機関、サービスプロ
バイダー、衛星・衛星設備メーカー、衛星打ち上げプロ
バイダー、民間・防衛政府、宇宙機関、民間ユーザーが
含まれます。Euroconsultのフラッグシップイベントは、
毎年9月にパリで開催されます。

WSBWサミットの詳細：
• 750人超の出席者
• 80ヶ国
• 130人を超える上級幹部の講演者
• 出席者の6割がCEO、MD、CFO、または金融業者
• 世界中の衛星事業者の95%が出席

SUMMIT FOR SATELLITE FINANCING

上級幹部が必ず出席すべき衛星通信業界向けイベントで
は、3日間の年次ミーティングに参加するため世界中の
ビジネスリーダーが一堂に会して、市場インサイトを獲
得し、パートナーシップを築き、大口の取引をまとめま
す。

SUMMIT ON EARTH OBSERVATION BUSINESS

商業用衛星画像業界に特化した、独自の国際的イベント
では、2日間にわたってプレゼンテーション、ディベー
ト、ネットワーク構築、取引が実施され、250超のトッ
プレベル地球観測コミュニティの意思決定者が結集しま
す。

(since 1995)

For more information on our summits, 
please contact:

Lorraine Whitfield, Director of Events
summits@euroconsult-ec.com

グローバル業界リーダーが結集



お問い合わせ

日本
〒240-0023 横浜市保土ヶ谷区岩井町1-5-212

電話：+81-80-2052-1348
電子メール：shigeki.kuzuoka@euroconsult-jp.com

フランス
本部

86 Boulevard de Sebastopol
75003 Paris

France
電話：+33 (1) 49 23 75 30

ファックス：+33 (1) 48 05 54 39

米国
2816 N Street NW

Washington, D.C. 20007
United States

電話：+1 (202) 223-1016

カナダ
465 Rue McGill, Suite 1103

Montreal, Quebec H2Y 2H1
Canada

電話：+1 (514) 750-9698

             

カスタマイズされたトレーニング
Euroconsultのカスタマイズされたトレーニングプログラムでは、宇宙セクターの専門知識を向上
させることを目指して、政府、民間セクター、および非営利団体に領域横断的な知識を伝達しま
す。Euroconsultは、お客様の特定のニーズに完全に適応し、お客様の開発目標を満たすようトレ
ーニングプログラムの内容と形式をカスタマイズします。

このカスタマイズされたサービスでは、柔軟性、アクセス可能性、経験的学習に重点を置き、部
門と幹部レベルのトレーニングでは、以下を含む明確な結果が得られます。

• 宇宙産業のすべての側面（マーケティング、財務、方針、技術、プログラム管理など）に関する
領域横断的なトレーニング
• 独自のプログラムを構築するか、またはニーズに基づきパッケージ化されたプログラムの利用が
可能
• ベンチマーキング、プロファイリング、ベストプラクティス、宇宙・衛星セクターの主要関係者
からの教訓
• 政府・民間の産業施設のツアーと海外の幹部・役人とのハイレベルミーティングの組織化の可能
性
• お客様の事務所でのオンサイトトレーニングから、当社の事務所、または第三者の施設等でのト
レーニングまで、トレーニングの場所を選択する柔軟性
• 数時間、数日、または週単位のセッションのビデオ会議、セミナー、実地演習まで、さまざまな
媒体および形式でのトレーニングを実施

euroconsult-ec.com

LinkedIn.com/company/euroconsult
Twitter.com/euroconsultEC
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グローバルクライアント向けのトレーニングプログラムとセミナ
ーを組織する豊富な経験


