CBIパートナーズ会社概要

We are specialized in operational and
strategical implementation across borders.

Aligning Organisations across Borders

Our Roots

CBIのルーツ

Our experts talk to
your experts and implement
the projects together!

CBIのエキスパートが
お客様のエキスパートと共に
プロジェクトを実現していきます。

CBI Partners (Cross Border Implementa-

CBIパートナーズのルーツは、急速に成長し変化

tion) has its roots in the management of

を遂げる国際ビジネス経営にあります。私たちは、

rapidly growing and changing interna-

新しい環境の下では、チーム全体が順応し、成長し、

tional businesses. We have experienced

スキルを獲得する必要性があることを身を以て

the need for teams to grow, adapt and

経験しました。CBIのスペシャリストは、実務経験で

gain the skills required by new circum-

培われたノウハウを駆使し、変革や急成長に直面

stances. Our specialists provide targeted

するチームや組織に、ターゲットを見据えた実践的

hands-on support, grounded in practical

サポートを提供します。文化、商習慣、組織間に

experience, to teams managing rapid

存在するボーダーは対処・解決すべき要因であり、

change and growth. Cultural, business

失敗に対する説明や言い訳であってはなりません。

practice and organisational borders are
factors, which have to be managed and

CBIのチームは異なる国籍・文化を持ちながら、

are not an explanation or justification for

それぞれの実務経験を活かす専門家の集団です。

failure.

事業経営における改革と成長拡大を実現させた
経験に裏打ちされたプロフェッショナルです

Our team has the right mix of different
nationalities and expertise. We are professionals in our fields with a proven track
record

of

implementing

change

growth in operative business.

and

Who we are & what do we do?

会社概要・経営理念

CBI Partners was founded in Japan with the

CBIパートナーズは、
「変革期には、マネージャーは得意

guiding principle that managers should only do

な分野で活躍するべきであり、またチームは、新しい環

the things they are good at and that teams should

境の中で求められる経営戦略に自らを適応させ、成長す

grow and adapt in times of change to reflect the

べきである」という理念のもと、日本で設立されました。

management skills required by new circum-

創設者、ディビッド・サイラッドとマークス・シェードリッヒ

stances. The founders, David Syrad and Markus

は、異文化、国境、組織などのボーダーを越えたビジネ

Schaedlich, are specialists in the implementation

ス戦略を実現するスペシャリストであり、特に変化への

of cross-border business strategies and are

対応策、ボーダーを越えて新しい領域に進出する場合

particularly experienced in the handling of change

の戦略策定などの領域で豊富な実績を積んでいます。

and the crossing of new frontiers. CBI helps to

CBIは、地理的な境界を越えて活動するだけでなく、組

remove not only the impact of geographical

織間や異文化間がもたらす障壁に取り組み、お客様が

borders but also the organisational and cultural

大きな組織での急速な変化や再建が必要とされるよう

borders and obstacles that are often faced when

な新しいチャレンジに直面した場合の障害を克服する支

taking on new challenges, such as a drastic

援を行うエキスパートです。

change or recovery within large organisations.
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Our Services
Operational Consulting
●

●

●

●

●

Improve Performance
Negotiate Contracts
Optimise Processes
Optimise Organizations
Deﬁne & Implement Strategy

When things have to be done quickly, efﬁciently and
reliably we support organisations in achieving their
operational targets

Alliances & Partnerships
●

●

●

Joint Ventures
Partnerships & Alliances
Mergers & Acquisitions

For different business, products, sizes of companies
and available ﬁnancial resources different market
approaches are required

Company Representation
& Interim Management
●

●

●

●

●

●

●

Change Management
Company Representation
Turn-around Management
Interim Management
Permanent Representation
Plant Organisation / Setup
Market Entry

We represent companies, take management responsibility in difﬁcult times and achieve sustainable
change

Training & Personal Development
●

●

●

●

●

Coaching
Training
360 Degree
Team building
HR Systems & Management

We sharpen up your HR at the organisation, process
and human level, based on the requirements of the
situation

サービス領域

業務コンサルティング
●

●

●

●

●

業務改善
ビジネス交渉
プロセス最適化
組織最適化
戦略策定、実行

企業の業務に迅速、効率的かつ適正な推進が求められる状況
において、業務目標の達成をサポートします

提携&パートナーシップ
●

●

●

合弁
業務提携
M&A

業界、製品、企業規模 そしてその企業の財務状況により、
市場への異なるアプローチを実施します

経営代行
●

●

●

●

●

●

チェンジマネジメント
経営代行
経営再建
一時マネージメント
工場・組織設立
市場参入

企業を取り巻く環境が困難な時も、経営責任を引き受け、維持
可能な経営変革を代行します

トレーニング・人材開発
●

●

●

●

●

コーチング
トレーニング
360°評価
チームビルディング
人材開発 & マネジメント

組織、プロセス、人間関係のレベルまで掘り下げ、状況に応じた
人材マネージメントをサポートします

Projects & Industries

直近プロジェクト＆取引先の業種

In our projects we have

これまでの実績

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Set up companies
Built plants

Turned around under-performing companies
Supported M&A-activities
Defined strategies

Provided Interim-Management
Led commercial negotiations

Facilitated Change Management process
Provided Business Representation

Provided Trade- & Sales Representation
Provided Engineering Services
Project Management

Our multi-national team has managed,
grown and turned around businesses in
the following industries
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

企業設立

●

工場設立

●

経営不振の立て直し

●

M&A 活動のサポート

●

戦略策定

●

一時マネジメント

●

ビジネス交渉代行、リード

●

チェンジマネジメントファシリテーション

●

経営代行

●

輸入・販売代理店経営代行

●

エンジニアリング・サービス代行

●

プロジェクト・マネジメント

CBIパートナーズの多国籍チームは
さまざまな分野で実績を積んできました
自動車（コンセプトから生産まで）

Automotive (concept to production)

●

Transport

●

輸送

Manufacturing (localization, assembly, CKD,

●

その他製造業
（現地生産、アセンブリー、CKD、現地調達）

local purchasing)

●

代替エネルギー・
ドライブ

Alternative energies & drivesystems

●

エンジニアリング

Power Generation and Grids

●

医療機器

Engineering

●

製薬

Medical Equipment

●

ICT（インフォメーション・コンピュータ・テクノロジー）

Pharmaceutical

●

食品化学

ICT (Information Computer Technology)
Food Chemical

Everything seems impossible, until it is done!
達成するまでそれは不可能に見える。

Nelson Mandela

ネルソン・マンデラ

Yokohama Office

本社オフィス

Markus Schaedlich

マークス・シェードリッヒ

2-34-15 Okurayama. Kohoku-ku,

〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山2-34-15

Yokohama, Kanagawa, 222-0037 Japan
Mobile: +81 80 1245 6221

直通: 080-1245-6221
会社: 050-5809-9401

Office: +81 50 5534 3566

E-Mail: mschaedlich@cbixborders.com

Osaka Office

大阪オフィス

David Syrad

デイビッド・サイラッド

4-14-15 Aogein, Minoo-shi,

〒562-0025

Osaka, 562-0025 Japan

大阪府箕面市粟生外院4-14-15

Mobile: +81 80 3102 3764

直通：080-3102-3764

Office: +81 50 5534-3566

会社：050-5534-3566

Hiroshima Office

広島オフィス

Chiaki Kataoka

片岡 千秋

E-Mail: dsyrad@cbixborders.com

12-22-5 Narimoto, Kaita-cho, Aki-gun,
Hiroshima, 736-0021

〒736-0021
広島県安芸郡海田町成本12-22-5

Mobile: +81 90 7008 6093

直通：090-7008-6093

Office: +81 82 521 5510

会社：082-521-5510

European Office

ヨーロッパオフィス

Dr. Tilo Schmid-Sehl

Ｄｒ．
ティーロ・シュミットセール

D-72770 Reutlingen, Germany

D-72770 ロイトリンゲン, ドイツ

E-Mail: ckataoka@cbixborders.com

シッカハート通り38

Schickhardtstrasse 38

直通: +49 162 2819 418

Mobile: +49 162 2819 419

会社: +49 721 1387 178

Phone: +49 721 1387 178

E-Mail: tschmid-sehl@cbixborders.com

www.cbi

x borders.com

