News Release

アクセンチュア、インドのノイダにデリバ
リー･センターをオープン 世界に広がる
デリバリーネットワークをさらに拡大
アクセンチュア･グローバル･デリバリー･ネットワーク 53 番目の
拠点が世界の顧客企業に BPO サービスを提供
※この報道参考資料は、インドにて 2008 年 7 月 9 日に発表されたアクセンチュアグローバルニュースリリースの意訳
です。
【インド ノイダ発、2008 年 7 月 9 日】
アクセンチュア (NYSE: ACN) はインドのデリー首都圏のノイダにデリバリー･センターをオープンし、既存のグローバ
ル･デリバリー･ネットワークをさらに拡大します。当センターを設置することで、世界中の顧客企業に向けたアウト
ソーシングの提供能力を強化する方針です。
ノイダのデリバリー･センターは、財務･会計、人事、トレーニング、調達およびカスタマーサービスにおいて業界横
断的なビジネス･プロセス･アウトソーシング(BPO)サービスを、さらに、保険、医療、製薬、公益事業を中心に業界に
特化した BPO サービスを提供します。加えて、製薬業界における臨床データマネジメント業務の再設計および導入、
銀行のバックオフィス業務、企業のサプライチェーン全体の管理など、カスタムメイドの BPO サービスも提供します。
ノイダのデリバリー･センターの専門スタッフは、アクセンチュアのグローバル･デリバリー･ネットワーク全体で共有
されている共通の方法論およびツールを使用し、拡大を続けるアクセンチュアのグローバルでの顧客基盤をサポート
していくため、世界中のデリバリー･センターのスタッフと協力します。
5 月に開設したメキシコのモンテレーに続き、当デリバリー･センターの設置でアクセンチュア･グローバル･デリバリ
ー･ネットワークのセンター総数は 53 拠点になります。アクセンチュアは現在、インド 6 都市（ムンバイ、バンガロ
ール、チェンナイ、ハイデラバード、プネ、デリー）に 13 のデリバリー･センターを設置、35,000 人以上のスタッフ
を擁しています。
アクセンチュアの BPO 向けデリバリー･センター･ネットワークのマネジング･ディレクターを務めるパンカジ･ヴャイ
シュ（Pankaj Vaish）は次のように述べています。「グローバルでのサービス提供能力を駆使して顧客企業のニーズに
応えることは、アクセンチュアの重要な強みです。グローバル･デリバリー･ネットワークにより、的確なスキルと能
力を持った適正な人材が顧客企業のために費用対効果の高い、効率的な方法でソリューションを提供します。ノイダ

のデリバリ・センターは、インドにおける成長計画を支援するものであり、アクセンチュアのグローバル･デリバリー･
ネットワークの重要な拠点になるでしょう。」
アクセンチュア インドの BPO 向けデリバリー･センター･ネットワークのリード･エグゼクティブを務める PG ラフラ
マン(PG Raghuraman)は、インドにおけるアクセンチュアの成長について次のように述べています。「アクセンチュア
のサービスをインドに求める顧客企業からの需要が持続的に増加していることから、ノイダのデリバリー･センター設
置が決定されました。インドでは拠点を拡大しただけではなく、さらに今後数ヶ月で大量の人材を採用し、新しいデ
リバリー･センターに配置していくことを計画しています。」
アクセンチュアのグローバル・デリバリー・ネットワークは世界 53 拠点と顧客企業のオフィスに 77,000 人以上の人
材を配しています。実証済みかつ繰り返し可能なプロセス作り、共通の方法論、ツール、アーキテクチャの確立に体
系的に取り組むことにより、顧客企業のニーズに即してカスタマイズしたサービスおよびソリューションを、顧客が
独自に取り組む場合よりも短時間に確実に提供することを可能にしています。
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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 49 カ国に約 18 万人以上の社
員を擁するアクセンチュアは、2007 年 8 月 31 日を期末
とする 2007 会計年度の売上高が、約 197 億 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
田中 朝子、吉野 淳子
03-5771-9482
accenture.jp.media@accenture.com
アクセンチュア株式会社 広報デスク
株式会社バーソン・マーステラ
松元 涼子、津田 喜寛
03-5771-9484
Accenture.PR@bm.com
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（以下原文）

Accenture Expands Global Delivery Network with
Opening of Delivery Center in Noida, India
53rd delivery center in Accenture’s Global Delivery
Network provides BPO services to clients globally

"The ability to serve the needs of our clients using a global
capability is a key strength of Accenture," said Pankaj Vaish,
Accenture’s managing director, Delivery Center Network for
BPO. "Our Global Delivery Network enables us to mobilize the
right people with the right skills and capabilities to deliver

NOIDA, India; July 9, 2008 — Accenture (NYSE: ACN) has

solutions for our clients in a cost-effective and efficient

expanded its Global Delivery Network with the opening of the

manner. This new facility in Noida will support our growth

Accenture delivery center in Noida in the National Capital
Region of Delhi, India, strengthening the outsourcing

plans in India, which is a key node in the Accenture Global

capabilities it provides to clients globally.

Delivery Network."

The delivery center in Noida offers cross-industry BPO services

Commenting on Accenture’s growth in India, PG Raghuraman,

in finance & accounting, human resources, learning,

Accenture’s lead executive, Delivery Center Network for BPO

procurement and customer care, as well as industry-specific

in India, said, "The establishment of a delivery center in Noida

services focusing on the insurance, healthcare, pharmaceutical

was driven by the continued strong client demand for

and utility industries. The center also offers custom BPO

Accenture’s services from India. In addition to achieving an

services, including the redesign and implementation of clinical

impressive scale in India, we plan to hire a significant number

data management practices for the pharmaceuticals industry,

of people over the next few months to support our new

back office operations for the banking industry, and the

delivery center."

management of a company’s end-to-end supply chain.
The Accenture Global Delivery Network comprises more than
Professionals in the delivery center in Noida share the same

77,000 professionals at 53 delivery centers and at client

methodologies and tools that Accenture uses across its Global

locations worldwide. By applying a systematic approach to

Delivery Network, working with professionals in other

creating and capturing proven, repeatable processes,

Accenture delivery centers around the world to support

methodologies, tools and architectures, professionals in the

Accenture’s growing global client base. The delivery center in

Global Delivery Network enable Accenture client teams to

Noida brings the total number of centers in the Accenture

deliver customized services and solutions in less time than

Global Delivery Network to 53, following the opening of a

would be required to develop them independently.

center in Monterrey, Mexico in May. Accenture now has more
than 35,000 professionals at 13 delivery centers in 6 cities in
India, with centers in Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad,
Pune and the Delhi area.
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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 180,000 people in 49 countries, the
company generated net revenues of US$19.70 billion for the
fiscal year ended Aug. 31, 2007. Its home page is
www.accenture.com.
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