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A message from the Italian JBN Lead Partner
イタリアジャパニーズビジネスネットワーク統括パートナー からのメッセージ

The Italian desk of the Japanese Business Network 
(JBN) has been primarily established in order to support 
Japanese companies doing business in Italy and 
successfully developing their external growth strategy 
in the Italian market. Our desk assists also Italian 
companies in their internationalization process  
or to access and develop their presence  
in the Japanese market.

The Italian desk is part of the PwC Japanese Business 
Network (JBN), an organization currently holding over 
700 members all over the world (excluding Japan)  
among which 489 people are Japanese speakers.  
Such an organization is a distinguishing factor allowing 
PwC network to better meet the need of Japanese 
companies in an increasingly international and extremely  
competitive environment.

Our team includes professionals with both Japanese 
and Italian background who have experience and 
cultural understanding of Japanese and Italian business. 
Holding market expertise in facilitating relationships 
between PwC professionals and the Japanese business 
community in Italy, our desk continually liaises with 
dedicated teams covering all the PwC Lines of Services 
(Assurance, Tax & Legal, Deals, Consulting) aimed 
to grant an integrated and synergistic approach and 
delivering a high quality services.

Simone Marchiò　シモネ　マルキオ
Lead Partner for the Italian Japanese Business Network
イタリアジャパニーズビジネスネットワーク統括パートナー

PwC Japanese Business Network（JBN）のイタリアデスクは、イタ
リアにおいてビジネスを展開する日系企業様をサポートし、イタリ
ア市場での国際事業戦略を成功させることを主な目的として設立さ
れました。また、イタリア企業の国際化や、日本市場への参入・発展
を支援しています。

JBNイタリアは、日本語話者489人を含む700人以上のメンバーを
世界各地（日本を除く）に配置している 組織PwC Japanese Busi-
ness Network (JBN)の一部です。ビジネスの国際化と競争の激し
い環境の中で出てくる日本企業様のニーズに、PwCは世界中のネッ
トワークで対応いたします。

当チームは、日本人とイタリア人で構成されており、日本とイタリア
のビジネスに対し、文化的な違いを理解した上での知識や経験が
ございます。イタリアにおける日本企業のビジネス繁栄を促進する
市場の専門知識を持ち、保険、税務・法務、ディールズ、コンサルティ
ングなどのサービス担当専門チームと継続的に連携し、統合された
相乗効果のあるアプローチで高品質のサービスを提供することを
目指しています。

Presence of PwC in Italy

Experienced professionals with technical expertise and a sector-based 
approach working at your side.

Our main offices
オフィス所在地

Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Roma, Torino, Trento, 
Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza.

イタリア全土24拠点、国内6,750名のプロフェッショナルが企業経営課題の解決を
支援します。 people

cities

6,750+

24
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Overview of the Japanese Business Network (JBN)
ジャパニーズビジネスネットワーク（JBN）について

The JBN provides industry-focused professional services 
to public and private Japanese company clients, including 
multinational companies, to help build public trust and 
enhance value.

The JBN places more than 42 countries and have 705 staffs 
(489 are Japanese speaker) over the world extensive service 
portfolio and multinational staff to support the business 
activities of our clients all over the world aligning closely with 
their international business ambitions.

Our global network delivers the full range of PwC’s Services, 
from audit and accounting, tax, legal and HR consulting, to 
M&A and advisory. JBN supports clients to reach out local 
markets and share our understandings of different cultures.

We can match our services to your needs to provide the depth 
and breath of service you require.

JBNは、多国籍企業を含む日本の公営企業や民間企業のクライアン
トに、業界に特化したプロフェッショナルサービスを提供し、社会的
信頼の構築と価値の向上に貢献しています。

JBNは、世界42カ国以上に拠点を置き、705名のスタッフ（うち489
名は日本語話者）を擁しています。豊富なサービス・ポートフォリオ
と多国籍のスタッフにより、お客様の国際的なビジネス活動をサポ
ートしています。

JBNグローバルネットワークは、監査・会計、税務、法務、人事コンサ
ルティング、M&A、アドバイザリーなど、PwCのあらゆるサービスを
提供し、また、異文化への理解を共有し、ローカル市場への進出を
サポートするため、お客様のニーズに合わせて、必要となる幅広い
サービスを包括的にご提供いたします。

私どものネットワークを日系企業様のご発展に末永くお役立て頂け 
れば幸いです。

705 JBN professionals

42 Countries and territories

489 Japanese speaking 
professionals 
(86 expats from Japan) 

42か国・地域

JBN所属専門家 705名

JBN所属日本語対応専門家 
489名
(日本人駐在員 86名）

116 Japanese speaking professionals
(20 expats from Japan)

314 Japanese speaking professionals
(51 expats from Japan)

59 Japanese speaking professionals
(15 expats from Japan)

APAC
382

EMEA
154

Americas
169

日本語対応専門家: 314名
(日本人駐在員: 51名)

日本語対応専門家: 59名
(日本人駐在員: 15名)

 日本語対応専門家: 116名
(日本人駐在員: 20名)
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What we can do for you
サービス概要

We are here to help our clients to successfully set up and 
develop their business activities in Italy. With the JBN Italy, 
you will enjoy our “one gateway” service to all the PwC 
professional services.

Japanese Investment/JV/Business alliance in Italy
• M&A engagements (due diligence, valuation 

and financial advisory).
• Engagement of Integrated services including Assurance, 

Consulting, Tax, Legal & HRS.

New initiatives of the investments from Japan
• Introduce investment opportunities in Italy for potential 

Japanese clients.
• Support the Japanese/Italian government organisations 

in the Japanese-Italian business events.

Italian Investment/JV/Business alliance in Japan
• M&A engagements (due diligence, valuation  

and financial advisory).
• Engagement of Integrated services including Assurance, 

Consulting, Tax, Legal & HRS.

Existing Japanese enterprises in Italy
• Facilitate communication with every line of services offered 

by our PwC professionals in order to support your business 
developments in Italy.

• Translation support.

PwC Italyはクライアントのイタリア進出、進出後の海外事業にお
けるさまざまなシーンで事業活動を支援します。JBN Italyを通し
て、PwCの持つ幅広いサービスに、より身近に触れて頂くことを可能
としました。

日系クライアント向け：イタリアへの投資/ジョイントベンチャー/ビジ
ネスアライアンス

• M&A エンゲージメント（デューデリジェンス、 バリュエーション及びフ
ィナンシャルアドバイザリー）

• アシュアランス、コンサルティング、税務、法務、人事サービスを含む統
合サービスエンゲージメント

日系クライアント向け：イタリアへの新規投資案件
• イタリアにおける投資案件のご紹介
• 日伊ビジネスイベントにおける日本又はイタリア政府機関へのご支援

イタリアクライアント向け：日本への投資/ジョイントベンチャー/ビジ
ネスアライアンス

• M&A エンゲージメント（デューデリジェンス、 バリュエーション及びフ
ィナンシャルアドバイザリー）

• アシュアランス、コンサルティング、税務、法務、人事サービスを含む統
合サービスエンゲージメント

在伊日系クライアント向け
• PwCの各サービスラインとのより円滑なコミュニケーションを支援
• 翻訳サポート
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Our JBN services
サービス一覧

Assurance
• Audit of financial statements
• Actuarial services
• Financial regulatory advisory services
• US-Sox & J-Sox compliance advisory
• Risk management advisory services
• Internal audit advisory services
• Sustainability reporting
• Performance assurance

Deals
• Transaction advice
• M&A advice
• Business Recovery Services
• Business Valuations & Financial Modelling
• Post Deal Services
• Strategy
• Fund Raising
• Project Finance

Consulting
• Economics
• Finance
• Operations
• People
• Strategy
• Technology
• Governance risk and compliance

アシュアランス
• 財務諸表監査
• アクチュアリーサービス
• 金融規制アドバイザリーサービス
• US-Sox及びJ-Soxアドバイザリーサービス
• リスクマネージメントアドバイザリーサービス
• 内部監査アドバイザリーサービス
• サスティナビリティレポーティング
• パフォーマンスアシュアランス

ディールズ
• トランザクションアドバイス
• M&Aアドバイス
• 事業再生サービス
• ビジネスバリュエーション及び財務モデリング
• ポストディールサービス
• ストラテジー
• ファンドレイジング
• プロジェクトファイナンス

コンサルティング
• マーケット・エコノミスト
• ファイナンス
• オペレーション
• 人事
• ストラテジー
• テクノロジー
• ガバナンス・リスク・コンプライアンス

Corporate and Indirect Tax
• Corporate Tax Advisory
• Corporate Tax Compliance
• International Structuring (IS)
• Finance and Treasury (F&T)
• Tax Dispute Resolution (TDR)
• Transfer pricing and value chain transformation (VCT)
• Tax due diligence 

法人税・間接税
• 法人税アドバイザリー
• 法人税コンプライアンス
• 国際税務ストラクチャリング
• 金融・財務
• 税務リスク・アシュアランス
• 税務争訟解決
• 移転価格及びVCT（Value Chain Transformation）
• 税務デューデリジェンス

Human Resource Services (HRS)
• Reward (e.g. executive strategy, executive compensation,  

and performance linked reward)
• Pension planning and compliance
• Employment solutions (advisory and compliance support  

on employment policies and practices)
• Employment law compliance, best practice and benchmarking
• Establishment, administration and restructuring of retirement  

benefit provisions for employees

人事・税務サービス
• エグゼクティブの適正な報酬設計
• 年金計画とコンプライアンス
• 税務当局との仲介業務
• 雇用法コンプライアンス、ベストプラクティスおよびベン

チマーキング
• 従業員退職給付制度の確立、運営及び改革 

 

Legal
• Corporate group structuring - domestic and cross-border
• Corporate simplification and business transformation projects
• Pre- and Post- transaction reorganization
• M&A advice, negotiation support and document drafting
• Advising on joint venture structures and participation
• Legal due diligence
• Commercial contracts advice
• Company secretarial compliance and corporate governance support 

 

法務
• 企業グループの構築 －国内およびクロスボーダー
• 企業組織の簡素化・事業変革プロジェクト
• トランザクション前後の組織再編
• M&Aアドバイス、交渉サポートおよび文書の起草
• ジョイントベンチャーの形態および事業参加に関するア

ドバイス
• 法務デューデリジェンス
• 商業契約のアドバイス
• カンパニーセクレタリアル・コンプライアンスおよびコー

ポレートガバナンスサポート
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Contacts 
コンタクト

Simone Marchiò 
Partner | Tax | JBN Country Leader

+39 347 1072824
simone.marchio@pwc.com

Fabrizio Cigliese 
Partner | Head of JBN Deals

+39 348 2722541
fabrizio.cigliese@pwc.com

Eva Sorgato 
Senior Manager | Tax

+39 342 5919667
eva.sorgato@pwc.com

Ai Hasegawa 
Manager | Tax

+39 344 3438487
ai.i.hasegawa@pwc.com

Filippo Zucchinelli 
Partner | Legal

+39 347 8731811
filippo.zucchinelli@pwc.com

Costanza Gaetani 
Senior Manager | Legal

+39 348 9958138
costanza.gaetani@pwc.com


