ニュースリリース
バード＆バードのコンサルティング
部門がよりパワフルに。
2019 年 6 月 21 日

この度、弊所のコンサルティング部門 Baseline は、バレオコン・マネジメント・コンサルティングと合併
し、国際法律事務所である弊所と連携して業務を行う、経営コンサルティング会社となりました。
この合併により、新会社名は Oxygy Management Consulting となりました。Baseline とバレオコンは 2015
年から共にビジネスを行い、クライアントの組織変革や、急速に変化するビジネス環境に対応するための企
業スキルの構築などに関してコンサルティングを行って参りました。Baseline の CEO である Edoardo
Monopoli（エドアルド・モノポリ）が合併事業の CEO に任命され、バレオコンの CEO である Steve Crom
（スティーブ・クロム）が取締役会会長を務めます。
今回の合併によって、バード＆バードの弁護士達とバレオコンに所属する 70 人のコンサルタント達は、共
にクライアントのビジネスの成長を加速させるために一つのチームとなって、より良いサービスを提供する
ことが可能となりました。
Oxygy はオフィスをヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカに構え、下記における主要分野において、クライ
アントと共にビジネス上の問題を解決することが可能です。




コンプライアンス：生産性と効率性を向上させると同時に法令を遵守できるよう、クライアントを
支援（迅速なコンプライアンス管理方法の設計と導入を含む）
デジタルとデータによる変革：データの収益化、ビジネスモデルの変革、Web 上での評判の管理な
ど、クライアントがデジタル技術とデータを活用できるように支援。
事業の拡大：国際的な事業展開、合併後の統合、ビジネスにおけるイノベーション・プログラムな
ど、クライアントの事業拡大、価値の実現、成長を支援。

Oxygy は、変化し続ける競合・技術・規制などのもとクライアントのビジネスの将来を確保するために設計
された、独自の統合ソリューションを提供することによって、市場のリーダーになることを目指しています。
製薬・ヘルスケア業界、小売業界、テクノロジー＆通信業界、金融サービス業界に多くクライアントを持ち、
バード＆バードも上記業界に特化することから、お互いの得意分野においてこの合併がより良い相乗効果を
生み出しています。
バード＆バードの CEO、David Kerr からのコメント：
「弊所のコンサルティング部門である Baseline は、バレオコンと数年にわたり共に業務を行ってきました
ので、この度新しく Oxygy として弊所のコンサルティング部門を強化することができ、大変嬉しく思って
います。私どもはクライアントに法務アドバイス以上のものを提供するという目的を掲げ、Baseline として
ビジネスに重要なコンサルティングサービスを提供してきました。それは、大規模な変革においてクライア
ントをサポートし、そのビジネスを成功させるための総合的なソリューションとしてのサービスで、クライ

アントから高い評価を頂いているため、今後も Oxygy と協力し、より良いサポートができると強く期待し
ています」
Oxygy Management Consulting の CEO、Edoardo Monopoli からのコメント：
「この度 Baseline とバレオコンのチームを Oxygy ブランドに統合することになり大変嬉しく思っています。
私どもがここ数年の間、バード＆バードと共に開発してきたビジネスラインとソリューションは、クライア
ントに大変喜ばれています。また、デジタル世界によって変化している企業や団体や、その変化を起こして
いる側の企業や団体のために、テクノロジー分野において世界一の法律事務所になるという、バード＆バー
ドのビジョンに私どもも強く共感しています。
またバレオコンはチームワーク力があり、信頼できるチームなので、それぞれが仕事を楽しみながら、クラ
イアントが革新的で実行可能なソリューションを開発することをサポートしていますが、これはバード＆バ
ードと同じ文化でもあります。
ビジネス環境が進化し続ける中で、Oxygy とバード＆バードが共同で、法律の知識と経営コンサルティング
の専門知識を組み合わせたサービスを提供することにより、クライアントに効果的な法令順守、デジタル
化・データ化、および事業拡大のための戦略を特定、設計、提供するお手伝いができます。
今回の合併により、共同開発したソリューションを活用し、Oxygy のビジネスおよび世界中のクライアント
のビジネスの双方の成長を加速させていきます。」

バード＆バード法律事務所について
バード＆バード法律事務所は、様々なビジネスの問題を深く理解し、戦略的な解決に取組む国際法律事務所です。
豊富な業界知識と革新的でクリエイティブな考え方を融合させ、このデジタル社会によって変革を求められる企業
や団体、またその変革を作り出す企業や団体であるクライアントのビジネスゴールを達成するためのソリューショ
ンを提供してます。私どもはヨーロッパ、北アメリカ、中東、環太平洋地域など、世界 29 カ所にオフィスを構え、
1300 人以上の弁護士を有しています。詳細は弊所のホームページをご覧ください。

Baseline について
Baseline は、バード＆バードと ASE Consulting の合弁事業として、2015 年 2 月に立ち上げられました。当初は、革
新的な主要 IT プログラムから生じる複雑な問題についてクライアントをサポートすることに焦点を当てており、集
学的アプローチによって、幅広いスキルとより包括的なソリューションをクライアントに提供していました。
2015 年後半には、コンプライアンス実施プロジェクトに必要なスキル（変更およびプロジェクト管理、プロセス改
善、組織設計など）を提供するために、、Valeocon Management Consulting も加わりました。
2016 年 10 月には、エドアルド・モノポリが Baseline の新しい CEO に任命され、Valeocon と正式に提携致しまし
た。Valeocon の英国チームのパートナー兼リーダーも務め、CEO も兼任していたエドアルドは、バード＆バードの
国際的な活動やセクターグループと密接に協力して、同社の戦略的方向性をサポートするソリューションを共同開
発しました。
Valeocon は、ヨーロッパ（ハンブルグ、ロンドン、ミラノ、パリ、ワルシャワ）、アジア（シンガポール、東
京）、米国（ニューヨーク）のオフィスから、30 か国以上の国々でクライアントにサービスを提供しています。

Oxygy Management Consulting について
Baseline と Valeocon のチームを結集して、Oxygy はクライアントのビジネスおよび法務チームと協力して、規制遵
守、デジタルおよびデータ主導の変革、およびビジネス拡大という 3 つの主要分野でビジネス・商業問題を解決し
ます。

上記記事や、バード＆バードと Oxygy が提供するコンサルティングサービスについてのご質問などござい
ましたら下記までお問い合わせください。

連絡先
太田信之
パートナー、アジアパシフィック代表
Oxygy、東京オフィス
Tel. +81 3 6755 8900
Email: nobuyuki.ota@valeocon.com

音琴涼子
ビジネスディベロップメントマネージャー
バード＆バード、香港オフィス
Tel: +852 2248 6126
Email: ryoko.nekoto@twobirds.com
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