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グループ（以下、 ）の特徴は、事業戦略や組織再編、業務・ITの改革など、企業の有機的成

長を支援するコンサルティング領域にはじまり、M&Aや業務提携といった企業の外部成長戦略を推進するディール

アドバイザリー領域、加えて監査、税務、法務といった専門的なサービス領域まで、クライアントのあらゆるビジネス

シーンにおいて、戦略から実行までワンストップでサービスを提供できる点にあります。

では、プロジェクトの提案や実行、グローバルでの研修などのシーンにおいて、海外にて活動する機会

およびPwCグローバルネットワークの海外のスタッフと協業・交流する機会が数多くあります。昨今、海外進出や

グローバル経営に関するクライアントからの相談が増えている状況において、世界157カ国742カ所に拠点をもち、

人以上が所属するPwCグローバルネットワークの持つ専門性やナレッジを活用し、グローバルをフィール

ドとして活躍できることはPwCならではの醍醐味であると考えます。

PwCに所属する全てのメンバーは、これらのPwC資産を最大限に活用することで、一流のプロフェッショナルとして

成長し、多様化・複雑化するクライアントの課題解決に貢献できる人材となるべく、日々努力を重ねています。PwC 

自身も、多様な国籍、経歴を持つ人材が活躍しており、また育児や介護などプライベートな事情を持つ人材に

対しても、多様なキャリアプランやワークパッケージを用意することで、その人に合った働き方の提供に努めています。

のもうひとつの大きな特徴は、社員の人材教育・育成を最優先の経営課題と捉え、トップマネジメントが

率先して取り組んでいる点です。また、PwCグローバルネットワークとも連携した海外教育プログラムの強化、

モバイルなどのマルチデバイスによる教育コンテンツの提供にも努めています。

もちろん優秀な人材に成長すれば、多くの企業からヘッドハンティングの声がかかることも事実です。しかし私たち

PwCは、そのようなどこからも引く手あまたとなった人材から、「どこへでも行こうと思えば行けるがPwCで仕事がしたい。

PwCの仲間と一緒に働きたい」と思ってもらえるような魅力のある会社となることを目指しています。

百聞は一見にしかず。ぜひ、セミナーやイベント、当社採用プロセスなどの機会を通じてPwCの仲間たちと関わって

みてください。きっと、PwCの誰と会っても感じる雰囲気、自然とにじみ出る空気感のようなものを実感していただける

と思いますし、そのような空気感を心地よいと思っていただける方を私たちは求めています。

ぜひ私たちとともに、クライアントが求める価値を創造し、真に信頼されるコンサルタントとして、世界を舞台に

日本企業と日本経済の成長を支えていきましょう ！

グループ
採用担当パートナー

岡田 康夫

"Grow your own way" あなたの求めるキャリアをPwCで
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「急速な都市化の進行」「気候変動と資源不足」「人口構造の変化」「世界の経済力のシフト」「テクノロジー

の進歩」。今、世界はメガトレンドと呼ばれる5つの巨大な潮流に直面し、従来の想定を超える常識の破壊

が起きています。

日本の企業が持続的な成長を果たすためには、グローバルなメガトレンドをビジネスに組み込み、リスクの

有効な管理と持続的な成長に向けたトランスフォーメーション(変革)を実行し、市場や顧客にインパクトを

与え続けることが必要です。自社のケイパビリティを再考し、グローバリゼーションの中での成長戦略を描き、

必要なトランスフォーメーションを正しい順序で迅速に実行することが求められているのです。

PwCは、グローバルメガトレンドは日本企業にとって大きな課題であると同時に、成長を実現する絶好の

機会であると捉えています。データ分析、セキュリティ対策、業務改革など、テクノロジーを活用したソリュー

ションを提供し、課題の抽出から業務の改革・定着までを一貫してサポートしています。

世界のあり方を変える巨大な潮流、メガトレンド。その動きを読み解き、
PwCの総力を挙げて、日本企業をサポートしています。

5つのメガトレンド

急速な都市化の進行

気候変動と資源不足 テクノロジーの進歩

人口構造の変化 世界の経済力のシフト
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グローバル化によって日本の企業が高い成長を続ける世界市場に目を向ける中、新興国では人々の生活

水準が向上しており、日本製品に対する需要が拡大し、各国で電力や鉄道、通信などのインフラの整備が

急務となっています。

そのような中、環境に配慮した高い要素技術やシステム構築など、日本の技術やノウハウが世界で求められ

ています。私たちは、世界157カ国、 人以上の知見や経験を最大限に活用する強力なグローバル

ネットワークを駆使し、クライアントの皆様と現地をつなぐ“ハブ”となることで、グローバル競争時代における

企業のさらなる価値創造に努めています。

現代は、経営環境が複雑化し、市場の将来予測が難しくなっています。海外事業展開におけるさまざまな

シーンで の公認会計士、税理士、弁護士、その他の専門スタッフをはじめ、海外におけるPwC

メンバーファームとも連携を図りながら、“ ”として幅広いサービスを提供しています。

全世界157カ国、276,000人以上のグローバルネットワークを通じて、
日本企業が海外で直面するさまざまな問題の解決を支援しています。

742

157

PwC JapanPwC Global

PwCの総人数 

所在国

カ国

拠点

カ所

276,005
人

33.2%

Total

PwC Japanグループの
女性職員比率

PwC Japanグループの人員（過去5年）

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

約5,000人 約5,500人 約6,300人 約7,300人 約8,100人

コミュニティ活動
プロボノ件数

107件
過去3年間

コミュニティ活動
参加人数・従事時間

過去3年間

1,979人

20,211時間

外国籍スタッフ出身国

＊2019年6月時点に在籍している、
正社員、有期雇用、Expat、

一般事業会社受入

38カ国

社員・職員一人当たりのCO2排出量

CO2総排出量

1.8t

14,781t

前年度比
0.4%
減少

2019年6月末現在



日本企業の海外展開を成功に導くには、その国や地域の商習慣、法令、文化に精通した人材、その国の政財

界をはじめとしたビジネスの人脈も不可欠です。日本企業支援ネットワーク（ ：

）は、単なる日本企業に向けた日本人によるサービスではなく、文化や商習慣の違いから生じる

さまざまな問題の解決まで視野に入れたサービス体制を実現しています。日本人スタッフと現地の専門家

がチームを作り、ときには、現地の商工会議所や経済団体とも連携し、法規制や各業界の最新動向をいち

早く入手しながら日本企業の海外展開をサポートしています。

日本にはこれらの海外ネットワークを統括する本部を構え、世界の情報と動向を集約し、日本と海外の両輪

でクライアントを支援。また、海外勤務の機会としても役立てられています。

6

グローバル展開する日本企業の支援のため、現地のビジネスや
文化に精通した日本語対応可能なスタッフのネットワークチームを
世界の国々に組織しています。

Japanese Business Network（日本語対応可能なスタッフ数）

アジア

353名

中国（台湾含む） 233名
オーストラリア 28名
シンガポール 17名
ほか10カ国

欧州

70名

英国 37名
ドイツ 14名
フランス 1名
ほか10カ国

その他

2名

ブラジル 1名
メキシコ 1名

北米

136名

米国 128名
カナダ 8名

2019年6月末現在

＊2020年1月より

＊
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「今、何が求められているか。」「これからの戦略はどう立案していけばいいのか。」このようなクライアントの

課題やニーズは、それぞれの産業分野の特色やトレンドによって大きく異なります。私たちは、各産業特有の

課題に焦点を当てた支援を行うため、業種別にチームを形成しています。コンサルティングおよびディールズ

アドバイザリーの専門部隊が連携しながら、案件をさまざまな角度から総合的に捉え、重要な問題点を

的確に掌握し、有効かつ斬新でクライアントが属する産業の実情にあったソリューションを提供します。

あらゆる産業をカバーするコンサルタント。高度な専門知識と
経験を持つプロフェッショナルが、クライアントに真の価値を提供します。

Client

n

小売・サービス
卸売、消費財
食品、農林水産

繊維

PwCコンサルティング
合同会社

PwCアドバイザリー
合同会社

PwCあらた有限責任監査法人
PwC京都監査法人

PwC税理士法人 PwC弁護士法人

医療、ヘルスケア
ライフサイエンス

機械、化学
金属、ゴム、ガラス

土石、紙
その他製品

電機
エレクトロニクス
情報通信
メディア
テクノロジー

自動車 陸海空運
倉庫

総合商社 鉱業、石油、石炭
電気、ガス

不動産、建設 銀行、保険
証券

その他金融

プライベートエクイティ 政府
中央省庁

地方公共団体
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経営戦略の策定から実行・実現まで、各ソリューションの
エキスパートが最高水準のサポートとパフォーマンスを提供し、
クライアントの有機的成長を支援しています。

PwCコンサルティング合同会社

業種・クライアントごとに設定されたゴールに向けて、私たちはPwCアドバイザリー合同会社をはじめ、

監査、税務、法務のスペシャリストを擁するPwCグローバルネットワークと緊密に連携しながら、クライ

アントの経営課題の解決を支援しています。

PwCの戦略コンサルティングチームとして、私たちは日々、

クライアントが目指すべき方向を示し、勝つためのケイパ

ビリティを構築しています。100年にわたる戦略コンサル

ティングの経験から、圧倒的な先見力を具体性の高いノウ

ハウと融合させ、クライアントがこれまで以上に強力で変

革力に富み、即座に実行に移せる戦略を策定できるよう

支援しています。その結果は、可能性を最大化するために

強力なだけでなく、効果的に実現できるような実践的アプ

ローチであり、信頼性の高い戦略プロセスです。

ストラテジーコンサルティング
（Strategy&）

 ■ 全社・事業戦略
 ■ カスタマー戦略
 ■ オペレーション戦略
 ■ 組織戦略
 ■ イノベーション戦略
 ■ テクノロジー戦略
 ■ グローバル戦略

複雑に変化し続けるビジネス環境の中で、経営課題解決の

ためにバリューチェーン全体をカバーする、さまざまなソ

リューションを通じて、クライアントのグローバリゼーション、

デジタリゼーション実現に向けた変革を支援します。

マネジメントコンサルティング＆
ビジネスアプリケーションコンサルティング

 ■ デジタルファィナンス戦略立案、実行支援（Finance）
 ■ 調達およびサプライチェーン戦略立案、実行支援
  （Operations）
 ■ トップライン向上のための顧客戦略、新規事業開発、
  デジタルマーケティング（Customer）
 ■ 組織人事変革、働き方改革、ワークプレイス変革、  
  ピープルアナリティクス、HRテクノロジー
  （People & Organization）
 ■ グローバル化を支えるポストM&A支援（PMI）
 ■ 戦略に基づく全社変革（Transformation Service）
 ■ IT／デジタルの最新テクノロジーを活用した
  ソリューション提供
 ■ ビジネスアプリケーション導入／変革   
  （SAP、Microsoft、Salesforce、Workday等）

Integrated Solutions
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ミレニアル起点のイノベーションを実現するデジタルサービス
監査・コンサルティング・税務などのサービスで培った業界への知見と実績に、エクスペリエンスセンターを通じて提供する
デジタル領域でのケイパビリティを加え、企業や社会における課題の解決とイノベーションの創出を支援します。

Research & Analytics

Brand & Marketing

Customer Experience

Digital Strategy

Creative & UX Design

Catalyst

 ■ 定性調査
  （エクスペリエンシャル調査）
 ■ ユーザビリティ調査
 ■ ソーシャルリスニング
 ■ Web/IoTデータ分析

 ■ カスタマーインサイト抽出
 ■ ペルソナ定義
 ■ カスタマージャーニー策定
 ■ ブランドエクスペリエンス戦略
 ■ エクスペリエンスオペレーション
  （ソーシャル、店頭など）

 ■ アイディエーション
 ■ ラビッドプロトタイピング
 ■ UX/UI
 ■ ブランドデザイン
 ■ クリエイティブディレクション
 ■ ビデオ動画開発
 ■ アニメーション

 ■ ブランド戦略策定
 ■ VI開発
 ■ 総合マーケティング戦略策定
 ■ ソーシャルメディア戦略
 ■ デジタルマーケティング

 ■ デジタルビジネスモデリング
 ■ Eコマース戦略
 ■ オムニチャネル戦略
 ■ コネクティッドエクスペリエンス戦略
 ■ コーポレートベンチャリング

 ■ ワークショップ
  ファシリテーション
 ■ コラボラティブセッション
 ■ プロジェクトマネジメント

PwCエクスペリエンスセンター

PwC Japanグループはエクスペリエンスセンターを大手町に開設しました。

ビジネスにおけるテクノロジー活用の専門チームとして、

IT戦略・企画構想からデジタル、データ＆アナリティクス、

サイバー、クラウドなどIT技術に関する多様なサービスの

プロフェッショナルを擁しています。ITを活用した業務改革

にとどまらず、先端のデジタル技術を融合・活用したビジネ

スイノベーションから、グローバル拠点横断でのシステム

の設計／導入、マネージドサービスの提供まで、クライア

ントの課題解決のパートナーとして、総合力を生かしたコン

サルティングおよび専門サービスを提供します。

テクノロジーコンサルティング

 ■ テクノロジーアドバイザリー
 ■ エマージングテクノロジー
 ■ データ＆アナリティクス
 ■ サイバーセキュリティ＆プライバシー

リスクや規制を熟知したプロフェッショナルを擁し、ビジネ

ス上のリスクおよび規制の予防・対応・改善といった高度

なガバナンス体制の構築を支援します。いわゆる「守り」

のリスクマネジメントにとどまらず、事業戦略や意思決定

に関わる「攻め」のリスクマネジメントの高度化による企

業価値向上の実現を支援します。グローバルネットワーク

による最新事例とベストプラクティスの共有によって、常

に複雑化する企業リスクに対して最適なソリューションの

実現を目指します。

リスクコンサルティング

 ■ 規制対応支援
 ■ 事業ポートフォリオのリスク分析
 ■ 投資意思決定・管理高度化
 ■ ソーシャル・メディア・インテリジェンス
 ■ ERM態勢の構築・高度化
 ■ グループ会社ガバナンス高度化
 ■ リスクデータ集計・分析・報告のインフラ構築
 ■ リスクカルチャー醸成のためのチェンジマネジメント

PwCコンサルティングの統合的なソリューションセット
戦略から実行までの多様なソリューションやデジタルアセット類を、グローバルで培った成功モデルに基づき体系化。
異なるケイパビリティを持ったコンサルタントがこれらを活用することで、よりスピーディにクライアントの戦略の実行・実現が可能になります。
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企業戦略に基づくM&Aは企業価値の向上に大きく寄与します。一方で、企業戦略に合致しない

M&Aは企業価値の毀損を招きかねないリスク要因となってしまいます。また、その成功には

スピードも重要な要素です。世界各地のプロフェッショナルと協働しながらシームレスに支援

します。

 ■ M&A戦略

  M&A戦略策定支援
   企業ビジョン策定支援
   経営戦略立案支援
   事業戦略立案支援
   新規事業検討支援
   仕掛け型M&A検討支援
   持ち込みM&A判断支援
   事業提携戦略立案支援
   M&A・提携ターゲット探索支援

  M&A体制の強化
   M&A室ハンズオン支援
   M&Aナレッジ形式知化支援
   CVCファンド企画立案・運用支援

 ■ M&Aの取引実行アドバイザリー
  ／バリュエーション

  M&Aアドバイザリー（FA）
  トランザクションバリュエーション
  ストラクチャリングのアドバイス
  M&A契約（SPA）における価格調整条項に
  関するアドバイス
  カーブアウト（事業分離）による買収支援
  カーブアウト（事業分離）による売却支援
  ジョイントベンチャー

 ■ デューデリジェンス

  財務面のデューデリジェンス
  ビジネスデューデリジェンス
  オペレーショナルデューデリジェンス
  ガバナンスデューデリジェンス
  ベンダー／セラーズ デューデリジェンス、
  セルサイドサポート

 ■ M&A後の戦略・実行支援

  PMI支援
  再PMI支援
  テイキングコントロール（買収先企業の
  コントロール権の確立）
  M&A振り返り支援
  財務報告目的のバリュエーション

M&A

経営課題を理解し、共有できる経験とスキルを持つ
ディールアドバイザリーチームが、
日本そして世界各地で、クライアントを支援しています。

PwCアドバイザリー合同会社

M&A、事業再生・再編、インフラ関連の高い専門性をもって、変化する企業の成長戦略の実現を支援して

います。PwCコンサルティング合同会社をはじめ、監査、税務、法務のスペシャリストを擁するPwCグロー

バルネットワークと緊密に連携しながら、クライアント企業の価値創造に貢献するサービスを提供します。
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旺盛なインフラ需要を有するグローバル市場において、

ローカルニーズの適切な把握と分析に基づく提案が求めら

れています。私たちは、官民連携、M&A、革新的なファイ

ナンス手法、資本政策、パートナーシップの構築などを駆

使し、インフラストラクチャー構築の最適化を新しくかつ

柔軟な応札戦略とスピーディーな対応で支援しています。

 ■ PPP（官民パートナーシップ）・
  PFI・民営化アドバイザリー

 ■ 公共経営アドバイザリー

 ■ 民間応札支援（コンセッション/
  PPP/PFI/DBO）

 ■ 海外プロジェクト支援

不正行為は、肥大化するまではまず発見されません。高度

なフォレンジックテクノロジーと豊富な調査経験を統合し、

不正事案に対して正確な事実解明調査を行うことが重要

です。また、デジタルフォレンジックのテクノロジーを活用

したビッグデータの活用が、不正調査、海外規制当局対応、

海外訴訟対応などには必要不可欠です。企業が保有する

多様なデータを理解・分析することにより、従来の取引モ

ニタリングなどでは検出できなかった不審な取引や関係性

の特定が可能となります。

 ■ 不正調査

 ■ 贈収賄・汚職および
  競争法関連サービス

 ■ eディスカバリー
  （電子証拠開示）

 ■ データ分析

 ■ ロイヤリティ監査

グローバル化、技術革新、新興国の台頭により、複雑化する

ビジネス環境。変化のスピードに耐えられず、業績不振に

悩む企業に対し、私たちは真因の把握、新たな戦略の立案、

構造改革、M&Aなど、基本的かつ実現性のある施策の策定

などを提案し、実行します。再成長へ向けた事業再編、構造

改革など抜本的な対策でクライアントを支援しています。

 ■ 事業計画策定支援

 ■ 計画実行・モニタリング支援

 ■ 金融機関や株主など
  利害関係者の調整

 ■ 事業・企業再編（M&A）支援

 ■ 危機対応支援

インフラ

フォレンジック

事業再生

Delivering the value you’re looking for.

PwC Consulting LLC     PwC Advisory LLC



PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社では、
4職種の新卒採用を行っています。

これからは自らキャリアを描き、自ら実現していく時代。

PwCは自身のキャリアにオーナーシップを持ち、主体的に行動する方を応援します。

PwCの一員として、チャレンジングな環境で可能性を試してみませんか？
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 ■ Strategy&
  （PwCコンサルティング合同会社
  ストラテジーコンサルティング）

ストラテジーコンサルタント

ビジネスコンサルタントは、PwCコンサルティング合同

会社、PwCアドバイザリー合同会社の両方を配属先

とし、将来の幅広い選択肢を持つのが特徴です。

PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライ

アントの経営戦略の策定から実行まで総合的なコン

サルティングサービスを提供しています。

PwCコンサルティング合同会社は、業界別×ソリュー

ション別に編成された専門家たちが連携し合い、企業

の戦略の作成から実行までを総合的に手掛けています。

PwCアドバイザリー合同会社は、M＆Aや事業再生・

再編の専門家がグローバルネットワークという強みを

生かしてクライアントへ高い価値を提供しています。

多様な業界・ソリューションの部門の中から、入社後に

配属希望を出していただきますので、さまざまな角度

からビジネスに関わりたい方におすすめです。

ビジネスコンサルタント

 ■ PwCコンサルティング合同会社
  （マネジメントコンサルティング）

 ■ PwCアドバイザリー合同会社
  （M&A、事業再生、フォレンジック、インフラ）

Strategy&は、旧ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン、

旧ブーズ・アンド・カンパニーの時代から数えて100

年の歴史を誇る戦略コンサルティングを担うチーム

です。この歴史の中で、サプライ・チェーン・マネジメ

ント、プロダクト・ライフ・サイクル、組織DNAなどの

先進的なコンセプトを考案・発信してきました。

Strategy&では企業全体もしくは特定事業の戦略

策定支援、マーケティング支援、コスト効率の向上、

プロジェクトマネジメント等、多岐にわたる支援テー

マを扱います。テーマによって職務内容も変化しま

すが、普遍的に共通する目的要素は「クライアントの

意思決定を支援すること」「戦略の実現に向けて支

援を行うこと」です。

私たちは、互いに切磋琢磨することで、全ての社員

が成長し合うことを目指しています。

企業や社会を変革したいという優れたアントレプレ

ナーシップを持つ人や、知的好奇心に溢れ、未知の

領域に踏み込むことを楽しめる人、世界屈指のグ

ローバルファームでのキャリアを通して「グローバル

に活躍したい」「トップマネジメントに関わる仕事が

したい」という志の高いチャレンジスピリッツ溢れる

方をお待ちしております！
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ITソリューションコンサルタントは、ITを武器として、

企業の業務変革を推し進めるコンサルタントです。

PwCがミッションとして掲げる「戦略策定から実行ま

で（Strategy through execution）」を実現する

当事者として、絵を描くだけでなく、企業の仕組み・イ

ンフラ作りからクライアントの変革を支援します。

企業が抱えるさまざまな業務に深く関わるITシステム

（ERP、クラウドサービス、RPA/AI等）のプロフェッ

ショナルとして、ソリューション導入することを目的に

するのではなく、企業変革に向かう構築、要件定義、

クライアントに最も適したベンダー選定、開発、導入、

運用支援までを一気通貫で担う職種のため、ビジネス・

IT双方の深い理解が要求されます。

そういったプロフェッショナルを育てるべく、入社後は

国内外の研修を踏まえて、ITソリューションの高い専門

知識を一から習得していただき、システムという明確な

武器を持ったコンサルタントとして活躍いただきます。

クライアントと並走し、実行までありたい姿の実現に

導きたい方。ITという武器を持ち、世の中に価値貢献

をしたい方におすすめです。

 ■ PwCコンサルティング合同会社
  （ビジネスアプリケーションコンサルティング）

ITソリューションコンサルタント

テクノロジーコンサルタントは、最先端のデジタルテクノ

ロジーの専門性を武器に、クライアントとともに新たな

未来創造に取り組んでいます。 

テクノロジーコンサルティング部門では、専門領域ごと

に、Technology Advisory Services（デジタル時代

のIT戦略策定）、Data & Analytics（ビッグデータ活用

によるビジネス変革）、Digital Trust（セキュリティ・プ

ライバシーを重視したビジネス推進）、Emerging 

Technology（最新技術活用によるゲームチェンジ）、 

の4つのサブチームが分かれています。 

新卒採用においては、GeneralistとExpertの2つの

採用枠があります。 

Generalist採用の方は、新入社員研修の中で、自分

に最も適している/関心があるチームの希望を確認し

たうえで配属チームが確定となります。Expert採用

の方は、大学や大学院で身に付けてこられた専門性

をもとに、配属チームが確約されたうえで内定/入社

いただきます。 

文理問わずテクノロジーに関心のある方や、理系の方

で専門性を活かしつつビジネス側に立って社会に貢献

したいという方におすすめです。

テクノロジーコンサルタント

 ■ PwCコンサルティング合同会社
  （テクノロジーコンサルティング）

PwC New Graduate Recruitment
Official HP

https://www.pwc.com/jp/ja/careers/
new-graduate-cd.html

各職種の詳細や選考・イベント情報は、上記HP・SNSでもご確認いただけます

pwc.jp.campus@jp.pwc.com

@pwcjapan.campus

pwc_jp_career
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一人ひとりが自分の成長に責任を持ち、能力を最大限に発揮し続けるために。
PwCでは、キャリアの方向性を自分で選択することができます。

PwCでは、職域ごとに求められる役割が明確に定義され、各タイトルの役割に応じた能力を最大限に発揮

することが期待されます。当社にはマネジメント領域だけでなく、業務（戦略）のスペシャリストやテクニ

カルのスペシャリストなどのキャリアパスが用意されており、キャリアの方向性を社員自らが選択すること

ができます。ファームが個人のキャリアを決めるのではなく、自らがキャリア形成を図るということが実践

されています。

能力を最大限に発揮するためのキャリアパス

PwC内の各法人、および国内外部機関への異動希望を提出できる公募制の

異動支援プログラムです。実際に、本制度を利用して、年間数十名単位で、法人を

またいだ異動が行われています。長期的な視点における専門領域の拡充やキャ

リアプラン達成の支援を目的としています。社員一人ひとりが、多様な経験を積み、

モチベーションを高く持って働くことはファームにとって非常に重要であるとともに、

クライアントへのサービスレベルの向上にもつながります。

Open Entry Program/ 異動支援制度

▶ 複数プロジェクトの責任者
▶ 新規クライアントの開拓
▶ 経営
▶ チームマネジメント

▶ プロジェクトスコープ・進め方・方向性の決定
▶ クライアントキーマンと信頼関係を築く
▶ スタッフの指導
▶ 継続受注

▶ 現場担当者として実作業をスケジュール通り、かつ
　 求められる品質を保って行う
▶ クライアント担当者と信頼関係を築く
▶ 後輩の指導

▶ 担当する分野・作業を遂行する
▶ タイムリーにシニアマネージャーの指示・サポートを仰ぐ
▶ クライアント担当者と信頼関係を築く

Our
Talents
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一人ひとりがプロフェッショナルとして高度なスキルを取得できるよう、
自らチャレンジできる多彩な人材育成プランを用意しています。

PwCの成長は、一人ひとりが一流のプロフェッショナルとして、常に自己研鑽を重ねることによって支えられ

ています。世界最先端の知見を集約させ、高い専門性を持ってグローバルに切り込んでいく力を養えるよう、

グローバルレベルで共通のプログラムをベースに、日本固有の視点を加えたカリキュラムを導入。各人が

年間40時間以上を教育研修に投資することを目標に、ファームとしての取り組みを進めています。

 

Whole
leadership

Development plan 研修プログラム/OJT

Performance summary Performance feedback/note

PC&D (Performance Coaching & Development)

PwCでは、社員一人ひとりが自らチャレンジングな目標を設定し、研修プログラムや などを通じて成長

を加速させるための評価・研修制度が確立されています。また、社員一人ひとりに経験豊富な「コーチ」が

つき、自身の能力を最大限に発揮できるよう支援を行っています。

PwC Professional/Competency Model

PwCのプロフェッショナルに求められる （再現性のある行動特性）は、

と呼ばれるPwCグローバルネットワーク共通のフレーム

ワークにより定義されています。PwCでは、これをベースとして採用、コー

チング、育成等のファームの人材マネジメントが展開されています。

▶期初に年度の目標を設定します。目標項目は、プロフェッショナ
ルとして成長するための目標、ファームの戦略等に沿って設定す
る目標に分かれます。

▶担当コーチがレビューを行い、コーチとの面談等を通じて目標を
共に定めます。

▶定められた目標に対して、担当パートナーが確認を行います。

▶専門領域やタイトルに応じてさまざまな研修を受講することができます。

▶研修で学んだ知識やスキルをプロジェクトに活用することで体
得し、プロフェッショナルとして成長していきます。

▶プロジェクト期間中は、レビューアー（主にプロジェクトマネー
ジャー）が育成支援／評価を実施します。

▶コーチは、通期の育成支援／相談役です。

▶半期、期末ごとに、プロジェクトごとの評価、年度目標の達成度
等に基づき自己評価を行います。

▶コーチがレビュー／評価を行います。その後、コーチとの面談等
を実施し、下半期または次年度に向けた行動方針についてディ
スカッションを実施します。

▶担当パートナーが評価レビューを行います。

▶プロジェクトごとに自己評価を行います。

▶レビューアーがレビュー／評価を行います。その後、レビューアー
との面談を実施し、自身の成長に資する建設的なフィードバック
を受けます。

▶二次レビューアーが評価レビューを行います。

The PwC Professional

R
el

at
io

ns
hips             Business acum

en

G
lobal acumen

Techni
ca

l

capabilit
ie

s
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世界各国で、クライアントに高度なプロフェッショナル・サービスを提供するために。
PwCではグローバルな人材の早期育成に取り組んでいます。

PwCは、世界的に展開するクライアントと日々対峙しており、海外とのコミュニケーションは日常的に行わ

れています。そのため、国際感覚を持ち、海外でも臆することなく発言し行動できる人材を育成するための

育成プログラムを提供しています。一方で、オフィスにはPwC海外法人のスタッフも多く在籍し、業務や

交流を通じてコミュニケーションがとれる環境にあるのも大きな特徴です。

グローバルな環境で真に活躍できる人材の早期育成のため、PwC

は、 海外派遣プログラム)を通じて、現地の生活

者を肌感覚で理解し、クライアントに高品質で最先端のサービスを

提供できるプロフェッショナルの育成を目指しています。

PwCが全世界で一貫したコンサルティングサービスを提供するた

めの土台となる方法論です。この方法論により、グローバルレベル

での知見の集約および効率的な利用の推進が可能になります。こ

の方法論には、PwCのコンサルティングの進め方・段取り・ツール・

事例などが含まれます。

グローバル方法論/Transform

プロジェクトにおいてディールアドバイザーには、専門知識だけでなく多様な能力が求められます。

クライアントの企業・業界の状況・特性を深く理解した上で、「メソドロジー」「スキル」「経験」「ツール」

を最大限に活用し、適切なアプローチでクライアントの課題 問題にとってベストなソリューション

を提供することが、クライアント プロジェクトの重要な成功要因です。

PwCにおける教育研修

PwCグローバルネットワークのメンバーファームの一員として、母国語以外でのコミュニケー

ションスキルが求められるシーンも多く存在します。ご自身の語学力向上をPwC独自のプログ

ラムで支援します。

語学学習プログラム

Global Mobility（海外派遣プログラム）

語学学校費用
補助

語学留学 CASEC/FSI
テスト

インテンシブ
コース
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とは、企業が長期的に存続・成長するための前提条件である自然環境や社会

システムに対して適切な対応をするという考え方です。私たちは、ステークホルダーからの期待や社会の

動向を理解し、企業活動に反映することで、 存在意義)の実践を推進しています。

私たちはビジネスのあらゆるシーンの中で、環境・社会に対する影響を
重要視し、持続可能な社会構築への貢献を目指しています。

Responsible
business

本業を通じた
社会課題の解決

Diversity &
inclusion

ダイバーシティ&
インクルージョン

Community
engagement

コミュニティー
への参画

Environmental
stewardship

環境への
責務

Our focus

HeForShe

東日本大震災の被災地が、「復
旧」から事業の成長・拡大によ
る「復興」へとステージを変え
ていく中、私たちは岩手県沿岸
広域振興局と協力体制を構築。被災事業者への経営
相談、会計相談、税務相談など、異なる分野の専門ス
キルを活かし、経営者の相談に応じています。

岩手県沿岸地域の被災企業を対象とした
継続的なプロボノ活動を拡大

中高生、大学生を対象にコンサ
ルタントの仕事の魅力を紹介す
る、キャリア教育プログラムを実
施しています。サイバー攻撃の
擬似体験講座、アイデア創出ワークショップなどを通じ、
学生が早期からビジネストレンドに触れる機会を提供し
ています。

次世代育成を目指し、
キャリア教育プログラムを提供

PwC Japanグループに所属す
る11名の障がい者スポーツ選
手（Challenged Athlete）が試
合観戦や車いすバスケットボー
ル体験会を通じて、挑戦し続ける素晴らしさを社内外に
アピール。関東・関西の小中学校で、年間約10回の体験
会を開催しています。

障がい者スポーツ選手による
車いすバスケットボール体験会

環境に配慮したオフィスマネジメ
ント、積極的な削減努力による
CO2排出量削減に取り組んでい
ます。PwC Japanグループ全体
でペーパーレス化を徹底して推進しています。オフィスの
各フロアのモニターに電力使用量・CO2排出量のモニタリ
ング結果を投影。社員の意識向上に取り組んでいます。

エネルギーの効率使用、ペーパーレス化推進
など環境マネジメントの実施

PwCはダイバーシティ&インクルージョン推進における実績が認められ、2014年、国連ウィメンが提唱する

ジェンダー平等の実現に向けた活動「HeForShe」を推進する政府、教育機関、企業30団体「IMPACT 

10×10×10」の1社に選出されました。
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PwCでは個々の生活に合わせた働き方を選択できます。多彩な人材が融合し、
すべてのスタッフが活躍できる環境づくりを目指しています。またスタッフが
健康で充実した毎日を過ごせるように、さまざまなサポート体制を整えています。

PwCには、さまざまなワークスタイル、ライフステージに合わせた働き方をサポートする制度があります。

各種の休暇や休職制度を始め、出産・育児などのライフイベントに関するサポート制度など、長期的なキャ

リア構築の支援を含め、私生活とキャリアをバランスよく築き上げる柔軟な制度づくりを進めています。

＊FWA制度（Flexible Work Arrangement）
この制度を導入したことで、語学の習得や資格取得、育児など、自身の志向に応じた効果的な時間利用が可能になりました。

休暇・休職制度

子育て支援制度

産前産後休業

育児休業

子の看護休暇

育児短縮勤務

妊娠 出産 1歳 2歳 3歳 小学校就学 小学校卒業

法
定
制
度

独
自
支
援
制
度

配偶者の出産休暇

育児特別休暇

週4日勤務制度

ベビーシッター支援

保活コンシェルジュサービス

提携保育園

通院休暇、妊娠中の健康状態に
応じた休暇・出産特別休暇

9月1日を基準として年間20日、初年度は入所時期により按分付与されます。

9月1日を基準として年間5日、初年度は入所時期により按分付与され、試用期間満了後に使用できます。

長期療養が必要な場合に、勤続年数に応じて傷病休暇が付与されます。

要介護状態にある家族の介護が必要な場合に、15日間の介護特別休暇を取得できます。

結婚に際して、5日間の結婚特別休暇を取得できます。

男女ともに、育児のために連続15営業日の休暇（有給）を取得できます。

閑散期に短時間勤務、短日勤務（週あたりの出勤日を3～4日に減らす）や3カ月間の休職が可能です

有給休暇

リフレッシュ休暇

傷病休暇

介護特別休暇

結婚特別休暇

育児特別休暇

FWA制度＊

産前6週 産後8週

年間5日まで
休暇の取得可能

通常1日7時間の就業時間を3.5時間にまで短縮可能（法定制度よりも優遇）

連続3日間 休業可能

5日有給休暇の取得可能

子が満2歳になる前日まで

通常週5日の勤務を4日に短縮可能

法人からのベビーシッター補助を支給

ベビーシッター利用券（補助券）を利用可能

子が小学校
3年生まで

復職まで

産休から復職後しばらく

子が1歳6カ月まで
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は誰もが参加できるクラブ活動です。スポーツから文化活動まで多彩な活動を行っています。

PwC Funs

愛花会    ｜    Kart部    ｜    ゴルフ部    ｜    サッカー部    ｜   水泳部    ｜   釣り部     ｜    テニス部

伝統文化探訪部   ｜   バスケ部   ｜   ボルダリング部   ｜   野球部   ｜   ランニング部   ｜   ポタリング部

スーパーママチャリGP倶楽部 ｜ カポエィラ部 ｜ バドミントン部 ｜ バイク部 ｜ 大人のサービス・ラーニング倶楽部

スキー・スノボ部      ｜      中華文化部      ｜      トライアスロン部      ｜      MORNING!キックボクシング部

保活コンシェルジュ
サービス

提携保育園

定期健康診断

社外健康サポート

中央区銀座の民間保育施設と提携し、保育園に空きが出た際にお子さんが入園できる支援制度です。

大手町事務所内
託児所 民間保育施設と直接契約し、お子さんが契約枠内（10枠）で利用できる事務所内託児所を用意しています。

復職者支援セミナー
育児休暇を終え復職するファームメンバーに、社内の現状や支援体制のガイダンス、ワーキングマザー同士のネット
ワーク作りを行っています。

若年健診コース・生活習慣病健診コース・人間ドックコースと年齢に合わせた健診（年に一度）を用意しています。費用は
すべてPwCが負担します。また、女性の方は年齢を問わず婦人科健診を自己負担なく受診できます。

被保険者本人とご家族の方は、24時間・３６５日、電話で健康についての相談、メンタルヘルスカウンセリングを受
けることができます。また、重篤な病気と診断されたときは優秀な専門医を案内するベストドクターズ®サービスを
利用できます。

2018年9月現在

ワーキングマザー支援

カフェテリアプラン

産業医・看護師の常駐
体調不良、健康相談、こころの病気、ストレスなど日常生活や仕事のなかで気付く身体の不調を産業医、看護師
がサポートします。

ヘルスケア支援

保活情報やノウハウ、心理的サポートが受けられる保活コンシェルジュサービスを導入し、産休育休からのスムーズな
職場復帰をサポートしています。

健康診断に追加できる各種オプション検査、専用ドッグ、医薬品購入など、PwC健康保険組合が用意しているメニュー
をカフェテリアポイントを使って利用できる制度です。スポーツジム、旅行、観劇等の費用補助なども用意しています。

常備薬・救護室 急病人対応 インフルエンザ予防接種 マッサージ 病気との両立支援
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プライスウォーターハウスクーパースは、プライス・ウオーターハウス（ ）と、クーパース

＆ライブランド（ ）の二つのファームが合併してできました。クライアントの未来を形成

し、永続的な成長へとつなげていくために、クライアントのニーズに確実に応えていくこと。それが次の時代

に向け、新たな軌跡になっていくと私たちは信じています。

1849
サミュエル・プライスがロンドンで事業を開始
（後のプライス・ウオーターハウス）

1854
ウィリアム・クーパーがロンドンで事業を開始
（後のクーパース&ライブランド）

1949
ロー・ビンガム・アンド・トムソンズが東京事務所開設
（プライス・ウオーターハウス日本事務所の前身）

1961 / 6
ソニーが日本企業初のADR発行、日本で初めての連結財務諸表
の監査をロー・ビンガム・アンド・トムソンズとプライス・ウオーター
ハウスが共同で実施

1962 / 1
プライス・ウオーターハウスがロー・ビンガム・アンド・トムソンズ
を吸収、プライス・ウオーターハウス日本事務所となる

1965 / 8
クーパース&ライブランド日本支社を東京・内幸町に開設

1983 / 6
プライス・ウオーターハウス日本事務所が外資系監査事務所の
監査法人認可第1号となる青山監査法人を設立

1984 / 7
クーパース&ライブランド日本事務所が監査法人中央会計
事務所と合併

1998 / 7
全世界のプライス・ウオーターハウスとクーパース&ライブランド
が合併し、プライスウォーターハウスクーパース（PwC）を組成

1999 / 6
ピー・ダブリュー・シー・ファズ（株）設立
（後のPwCアドバイザリー（株））

1999 / 7
プライスウォーターハウス税務事務所と中央クーパース&ライブランド
国際税務事務所が合併、プライスウォーターハウスクーパース
税務事務所となる（現PwC税理士法人） 

2000 / 4
青山監査法人と中央監査法人が合併、中央青山監査法人となる

2002 / 10
マネジメント・コンサルティング・サービス（MCS）部門をIBMに売却

2006 / 6
あらた監査法人がPwCのメンバーファームとして設立

2009 /5
べリングポイント日本法人がPwCのメンバーファームとなり、
PwC Japanに加入、社名をプライスウォーターハウスクーパース
コンサルタント（株）に変更

2009 /10
（株）プライスウォーターハウスクーパース総合研究所設立

2010 / 1
PwCアドバイザリー（株）とプライスウォーターハウスクーパース
コンサルタント（株）が経営統合し、プライスウォーターハウスクーパース
（株）に変更、プライスウォーターハウスクーパースHRSが参画 

2013 / 3
京都監査法人がPwCのメンバーファームとなり、
PwC Japanに加入

2014 / 4
ブーズ・アンド・カンパニーがPwCのメンバーファームとなり、
ブランド名を「Strategy&」に変更

2014 / 11
PwC弁護士法人を設立、法務サービスの提供を開始

2015 / 2
（株）マーバルパートナーズがPwC Japanのネットワークに参加

2015 / 7
PwCあらた監査法人に名称を変更
PwC税理士法人に名称を変更

2016 / 3
プライスウォーターハウスクーパース（株）のコンサルティング部門、
プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー（株）、および
プライスウォーターハウスクーパースPRTMマネジメントコンサル
タンツジャパンLLCは、経営統合を行い、「PwCコンサルティング
合同会社」を設立して業務を開始
M&A・事業再生・インフラ関連サービスを専門とする
「PwCアドバイザリー合同会社」が始動

2016/ 7
PwCあらた有限責任監査法人に名称を変更

PwC Japanグループ　近年の歩み

PwCはロンドンで事業を開始。以来、常に新しいテクノロジーを導入しながら、
クライアントの課題を解決。永続的な成長のため全力を尽くしています。
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PwCは、実績あるビジネスソリューションを提供することにより、パートナー企業より高い評価をいただき、

数多くの賞を受賞しております。顧客企業に固有のビジネスニーズを満たすサポート。それを可能にする

のが、クラス最高級のパートナーと共に形成するアライアンスプログラムです。

■ PwCは2018年の「 （ブランドファイナンス・グローバル500）」において世界
の上位50ブランドに選出され、プロフェッショナルサービス部門のトップになりました。

■ PwCのデジタルサービスが『Advertising Age』誌により、世界最大のデジタルネットワークの一つに
格付けされました。

■ PwCのアドバイザリー部門は、プロフェッショナルサービスの評価を行うアナリスト団体から、2017年、
新たに40の「 （リーダー）」の格付けを取得しました。

■ グローバル会計専門誌『 』は、PwCに2016年および2017年の
「 （オーディット・イノベーション・オブ・ザ・イヤー）」賞を授与しました。

■ PwC英国は職場でのジェンダー平等へのアプローチが評価され、『The Times』誌の「 -
ers for Women（女性のための企業トップ50）」に8年連続で選出されました。

■ PwCの男性スタッフ 名以上が、ジェンダー平等を目指して「HeForShe」に署名しています。

■ PwCは引き続き、「 （ 国連グローバル・コンパクト）」の署名企業です。

恒久的な戦略の立案に欠かせないのは先見性と洞察力。PwCは、
卓越した戦略立案力とその実践により、数多くの賞を受賞しています。

PwCは Fortune Global 500社の86%の企業にサービス提供
Fortune Global
500 companies

429
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