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株式会社 真和（本社：東京都台東区、代表取締役社長：江藤 晃）は、Veeva Japan株式

会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岡村 崇）とパートナー契約を締結いたしました。 

 

昨今のデジタル領域を中心とした技術革新が継続的かつスピーディに展開されていく中、医

療関係者の情報ニーズは、より個別化され、多角的に変化し続けております。このような環境

の中、ライフサイエンス企業が医療関係者に提供する情報には、より多様性と専門性が求めら

れ、またその伝達手段においても、より革新性が求められる時代となりました。 

 

このたびの Veeva Japan株式会社とのパートナー契約により、リアルチャネルとデジタルチャ

ネルの融合をより高度に達成するために Veeva Systemsが提供する Veeva CRM（製薬企

業に特化したクラウドベースの顧客管理システム）や Veeva CLM（クローズド・ループ・マーケ

ティング）といった各製品と、真和がこれまでに築いてきた新薬上市へのコミットメントに裏打ち

された高いメディカル知見を統合して、医療関係者の皆様ならびにライフサイエンス企業の皆

様双方の多様なニーズにお応えできる提案を目指してまいります。 

 

Veeva CRM: https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/crm/ 

Veeva CLM: https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/clm/ 
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【株式会社 真和について】 

株式会社 真和は 1966年創業の医療用医薬品業界のコミュニケーション活動に特化した、

独立系国内最大手の医薬専門広告会社です。 

製薬会社・医療関係者・患者・生活者のインサイト把握・分析に基づき、特に新薬上市におけ

るブランド戦略構築からエグゼキューションまで、トータルなコミュニケーションデザインを提供

します。URL：http://shinwa-inc.co.jp/ 

 

 

 

【Veeva Systems社について】 

Veeva Systems社は、サンフランシスコのベイエリアに本社を置き、ヨーロッパ、アジア、ラテ

ンアメリカに拠点を展開する、グローバルなライフサイエンス企業向けにクラウドベースのソフト

ウェアを提供するリーディングカンパニーです。世界最大規模の製薬会社からバイオテクノロ

ジー分野の新興企業まで 650社を超える顧客を擁し、技術革新への取り組みや卓越した製

品力によって、お客様の成功をサポートしています。 

 

【Veeva JAPANの会社概要】 

会社名：Veeva Japan株式会社 

本社所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19    恵比寿ビジネスタワー5階 

代 表 者： 代表取締役 岡村 崇 

設  立： 2011年 5月 

事業内容：・ライフサイエンス業界に特化した革新的なクラウドベースのアプリケーションを提供 

・顧客成功第一に掲げたシステム導入および保守サポート 

・卓越したパートナエコシステムを活用しお客様により高い価値を提供 

URL： https://www.veeva.com/jp/ 
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【Forward-looking Statements】 
This release contains forward-looking statements, including the market demand for and 
acceptance of Veeva’s products and services, the results from use of Veeva’s products and 
services, and general business conditions, particularly in the life sciences industry. Any 
forward-looking statements contained in this press release are based upon Veeva’s 
historical performance and its current plans, estimates, and expectations, and are not a 
representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. These forward-
looking statements represent Veeva’s expectations as of the date of this press 
announcement. Subsequent events may cause these expectations to change, and Veeva 
disclaims any obligation to update the forward-looking statements in the future. These 
forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties that 
may cause actual results to differ materially. Additional risks and uncertainties that could 
affect Veeva’s financial results are included under the captions, “Risk Factors” and 
“Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations,” 
in the company’s filing on F Form 10-Q for the period ended July 31, 2018. This is available 
on the company’s website at www.veeva.com under the Investors section and on the 
SEC’s website at www.sec.gov. Further information on potential risks that could affect 
actual results will be included in other filings Veeva makes with the SEC from time to time. 
 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社 真和 

営業本部 担当：三吉 哲司 

TEL：03-3831-7717 Email:veeva@shinwa-inc.co.jp 

 

Veeva Japan 株式会社 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー5階 

TEL：03-6721-9800  FAX：03-3449-7800   

E-mail：japan.info@veeva.com 
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