News Release

アクセンチュア、3 年連続で SAP 社の主要
パートナーに認定 全世界で経営コンサ
ルティング、テクノロジー・サービス、ア
ウトソーシング・サービスを提供するアク
センチュアが、SAP® Pinnacle Awards
で 4 部門を受賞
※この報道資料は、米国オーランドで現地時間 2009 年 5 月 13 日に発表された アクセンチュアグローバルプレスリリ
ースの意訳です。
【米国オーランド発、2009 年 5 月 13 日】
アクセンチュア （NYSE: ACN） は 2009 年 SAP® Pinnacle Awards で 4 部門を受賞したと発表しました。この受賞によっ
て、アクセンチュアは SAP Pinnacle Awards で通算 18 の賞を獲得したこととなり、SAP 社の主要な世界的戦略パートナ
ーとしての位置付けがさらに強化されました。
SAP Pinnacle Awards は、SAP 社と優れた協力関係を築くことで、SAP 社の顧客に高品質な製品、ソリューション、サー
ビスを提供しているパートナー企業を SAP 社が認定するものです。今回、SAP 社が毎年開催している顧客向けイベン
ト、「SAPPHIRE® 2009」においてアクセンチュアに賞が授与されました。
アクセンチュアが受賞した部門は以下のとおりです。


「Collaborative Revenue Contribution Award」 （売上に貢献した企業を表彰する賞）
この賞は、SAP 社のビジネス全般にわたり、主要パートナーとして活躍した企業を正式に認定するものです。ア
クセンチュアはこの部門で 3 年連続の受賞となり、アクセンチュアが長期的かつ継続的にお客様に対してサービ
スを提供し、新たな市場を開拓していることが認められました。



SOA Thought Leadership, Service Partners （SOA 分野における先進的なサービス パートナーを表彰する賞）
この賞は SAPPHIRE において非常に注目度の高い技術賞であり、サービス指向アーキテクチャ（SOA）に基づいた
SAP ソリューション構築という観点から、受賞企業の能力と革新性が認められたことを示すものです。



SOA Proof Points/Showcase Leadership, Service Partners（SOA に関して高品質な参考事例を多数提
供したサービス パートナーを表彰する賞）
この賞は、エンタープライズ向けサービスを構築するとともに、構築されたサービスの優位性を証明し、かつビ
ジネス的に価値の高い参考事例を多数提供したパートナー企業に贈られる賞です。



Business Objects™ Service Partner （BusinessObjects サービス パートナー賞）
この賞は、SAP NetWeaver® Business Warehouse （SAP NetWeaver BW）や SAP Business Objects のソリューション ポ
ートフォリオなど、アクセンチュアがビジネス・インテリジェンスと、データ・ランドスケープを専門とした優
れた人材を多数擁していることが認められました。

今回の受賞は、アクセンチュアが 30 年以上にわたって、お客様のビジネス価値の向上を第一義としたシステム構築を
継続してきた結果によるものです。2003 年に SAP 社が SAP Pinnacle Awards を開始して以来、アクセンチュアは通算 18
の賞を受賞しており、SAP 社の主要な世界的戦略パートナーとしての位置付けがさらに強化されました。
アクセンチュアの SAP ビジネス担当のマネージング・ディレクターであるパトリック ペウチブロッソウ（Patric
Peuchbroussou）は、「アクセンチュアが世界中のほぼすべての業界にわたり、1,000 社以上のお客様に SAP 社のサービ
スとソリューションを提供してきた実績から、アクセンチュアと SAP 社との戦略的提携は、市場で大きな力を発揮す
るようになりました。特に、SOA とビジネス・インテリジェンスにおける当社の高い能力が認定されたことを非常に
嬉しく思います。アクセンチュアでは、これら 2 つの分野で SAP 社の最新技術を導入することで、お客様に対して、
今後も価値を高めるための継続的な支援を続けてまいります」と述べています。
SAP 社のグローバル・エコシステム・パートナー・グループ担当のエグゼクティブ バイスプレジデントであるジア ユ
ーサフ（Zia Yusuf）氏は、「当社では、パートナー各社と協力したエコシステムの育成に注力しており、お客様が取り
組むべき最優先課題に向けて、他に類を見ない優れたソリューションとサービスを提供しています。SAP Pinnacle
Awards は、お客様が属する業界や業務プロセスへの要望に対して、価値を重視し、費用対効果の高いソリューション
やサービスを実現していくために、優れた能力を持続的に発揮しているパートナー企業を認定した賞です。当社と協
力しながら、顧客を重視したエコシステムの価値向上に貢献したアクセンチュアの努力と熱意に感謝しています」と
述べています。
アクセンチュア株式会社の SAP ソリューションの詳細は
http://www.accenture.com/Countries/Japan/Services/By_Subject/SAP_Solutions/をご参照下さい。
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アクセンチュアについて
アクセンチュアは、経営コンサルティング、テクノロジ
ー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供する
グローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務
に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に
関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間
企業や官公庁のお客様がより高いビジネス・パフォーマ
ンスを達成できるよう、その実現に向けてお客様ととも
に取り組んでいます。世界 120 カ国のお客様にサービス
を提供する 18 万 1 千人以上の社員を擁するアクセンチュ
アは、
2008 年 8 月 31 日を期末とする 2008 会計年度の売
上高が、約 233 億 9 千万 US ドルでした（2001 年 7 月 19
日 NYSE 上場、略号：ACN）。
アクセンチュアの詳細は
www.accenture.com を、
アクセンチュア株式会社の詳細は
www.accenture.com/jp をご覧ください。
アクセンチュア株式会社
マーケティング・コミュニケーション部
神田 健太郎
045-330-7157
accenture.jp.media@accenture.com
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（以下原文）

Accenture Recognized as SAP’s Leading Partner for
Third Consecutive Year
Global consulting, technology and outsourcing
company wins four SAP® Pinnacle Awards



BusinessObjects Service Partner ‒ This award
recognizes the recipient

s pool of talent focused on

business intelligence and the data landscape, including
SAP NetWeaver® Business Warehouse （SAP NetWeaver
BW） and the SAP BusinessObjects™ portfolio of

ORLANDO, Fla.; May 13, 2009 ‒ Accenture （NYSE: ACN）

solutions.

has won four 2009 SAP® Pinnacle awards, bringing its total
won to date to 18 and cementing its global position as one of

The awards reflect Accenture’s three decades of experience

SAP

bringing a business value-driven approach to systems

s leading strategic partners.

integration. With a record 18 SAP Pinnacle Awards since the
The SAP Pinnacle Awards recognize SAP partners who have

inception of the awards in 2003, Accenture has won more

excelled in developing their partner relationships with SAP

than any other SAP service partner.

and who provide quality products, solutions and services to
SAP customers. Accenture accepted the awards at a ceremony

"The strategic alliance between Accenture and SAP is a

in Orlando during the opening of SAP’s annual customer event,

powerful force in the marketplace, with Accenture delivering

the SAPPHIRE® 2009 conference.

SAP services and solutions to more than a thousand clients
around the world in nearly every industry," said Patrick

Accenture won in the following categories:


Collaborative Revenue Contribution Award –
This award formally recognizes the recipient as SAP’s
leading partner across the totality of its business.
Accenture has now won this award for three consecutive

Puechbroussou, managing director of Accenture’s SAP
business. "We are particularly pleased to be recognized for our
strengths in SOA and business intelligence, two areas where
we apply the latest SAP technology to help organizations
cultivate their own distinctive capabilities."

years, reflecting Accenture’s ability to continue serving

"SAP is committed to fostering an ecosystem that is driven by

its long-standing clients while securing new market

co-innovation and which uniquely provides solutions and

share.

services that help customers meet their most pressing
challenges," said Zia Yusuf, executive vice president, Global





SOA Thought Leadership, Service Partners ‒

Ecosystem and Partner Group, SAP. "SAP Pinnacle Awards

One of the most coveted technical awards presented at

recognize those partners that have consistently demonstrated

SAPPHIRE, this award recognizes the recipient s strength

excellence in delivering value-focused and cost-effective

and innovation in developing SAP solutions based on

solutions and services which help customers address their

service-oriented architecture （SOA）.

industry and business process needs. We thank Accenture for

SOA Proof Points/Showcase Leadership,
Service Partners – This award recognizes the
recipient’s capabilities in developing enterprise services
and securing a high number and quality of approved
proof-point scenarios and business value reference
submission.

their dedication and passion to teaming with SAP to help
extend the value of a customer-focused ecosystem."
For more details about the awards: www.accenture.com/sap
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About Accenture
Accenture is a global management consulting, technology
services and outsourcing company. Combining unparalleled
experience, comprehensive capabilities across all industries
and business functions, and extensive research on the world’s
most successful companies, Accenture collaborates with
clients to help them become high-performance businesses and
governments. With more than 181,000 people serving clients
in over 120 countries, the company generated net revenues of
US$23.39 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2008. Its
home page is www.accenture.com.
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