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株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木 清幸、

以下 アドバンスト・メディア）と、Veeva Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：

岡村 崇、 以下 Veeva Japan）は、製薬業界におけるガイドライン適正対応とユーザー企業

の業務効率化を目的として、業務提携をいたしました。 

 

 

Veeva Japanは、製薬業界向けのクラウド型 CRM ソリューション、Veeva CRM を提供する

米国 Veeva Systemsの日本法人であり、Veeva CRMは全世界で 675社を超えるライフサ

イエンス企業に採用されています。アバンスト・メディアは、音声認識市場の主力市場である

CTI分野、医療分野、議事録分野でマーケットリーダーの地位を確立しており、音声認識技術

AmiVoiceにより、数多くの業務改善・効率化に貢献する製品・サービスを展開しています。 

今回の業務提携では、アドバンスト・メディアが提供する AmiVoice SBxを Veeva CRM上

で使用するケースを想定し、両者にて相互の連携面を強化してまいります。アドバンスト・メデ

ィアがこれまで培ってきた医療現場および製薬業界関連の音声認識ノウハウを生かし、Veeva 

CRMを用いたライフサイエンス業界向けの音声入力を推進してまいります。 

以上 

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

AmiVoice SBx: https://www.advanced-media.co.jp/products/service/amivoice-sbx 

アドバンスト・メディア、Veeva Japan と業務提携 

～ 製薬業界向け音声認識入力支援をVeeva CRMでも実現 ～ 
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【株式会社アドバンスト・メディアについて】 

アドバンスト・メディアは、音声認識技術を主軸に、ソリューションの企画開発・ライセンス販売・

サービス利用提供の 3つの形態で事業を展開しています。音声認識技術 AmiVoiceは、従

来の機械が中心となる音声認識と異なり、人が自然に機械に話しかけるとあたかも人間のよう

に受け答えや記録などの動作をしてくれる、音声認識を中心とした知的ヒューマンインターフ

ェースです。コールセンター、医療、自治体、モバイル、物流製造など、幅広い業種・業態に

AmiVoiceを提供しています。詳しくは、https://www.advanced-media.co.jp/をご覧くださ

い。 

【Veeva Systems社について】 

Veeva Systems社は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 675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しています。 

詳しくは、https://veeva.com/jp/をご覧ください。 

 

【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 October 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】 

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 

株式会社アドバンスト・メディア 

経営管理本部 広報チーム 

TEL：03-5958-1307 FAX：03-5958-1032 E-mail：press@advanced-media.co.jp 

https://www.advanced-media.co.jp/
https://veeva.com/jp/
https://www.veeva.com/
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