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Veeva Systems【NYSE:VEEV】(本社 : カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社 : 

東京都渋谷区、日本法人代表取締役 : 岡村 崇、以下 Veeva) は、スピーカー・ビューロ

ー・サービスのリーディングプロバイダーである Physicians World社を買収したことを発表し

ました。医療従事者向けのライブイベントやバーチャルイベントを計画・実施するための包括

的なソリューションがライフサイエンス業界では求められており、Veeva と Physicians World

社は連携して包括的ソリューションを提供していきます。また同時に、両社は業界を牽引する

クラウドソフトウェアとサービスを結集し、イベント管理とコンプライアンスの合理化も進めていき

ます。 

 (本リリースは、Veeva米国本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちらからお読み

いただけます。) 

原文： https://www.veeva.com/resources/veeva-acquires-physicians-world/ 

 

Veevaの創設者兼 CEOである Peter Gassnerは、次のようにコメントしています。

「Physicians World社は Veevaの長年にわたる戦略的パートナーであり、これまでも非常に

優れたサービスを提供し、カスタマーサクセスを実現してきました。Physicians World社のチ

ームを Veevaに迎えることができ、大変嬉しく思っています。クラス最高のソフトウェアとサービ

スを統合することで、当社はライフサイエンス企業がイベントをより総合的なエンゲージメント戦

Veeva、Physicians World社を買収 

～ クラス最高のイベント管理ソフトウェアと 

スピーカー・ビューロー・サービスの提供に向けて両社が協力 ～ 

https://www.physiciansworld.com/
https://www.physiciansworld.com/
https://www.veeva.com/resources/veeva-acquires-physicians-world/
https://www.veeva.com/resources/veeva-acquires-physicians-world/
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略の一環として容易に活用し、一層強固なカスタマーリレーションシップを構築できるよう支援

していきます。」 

Physicians World社は、フルサービスのスピーカー・ビューロー・ロジスティクスのプロバイダ

ーとして、米国内のあらゆる規模のライフサイエンス企業から信頼を集めています。Veeva 

CRM Events Managementは、対面型のイベントやデジタルイベントを管理する最新のクラ

ウドソフトウェアであり、70社以上の顧客企業が利用しています。業界を牽引するソフトウェア

とサービスの統合により、イベントの計画とコンプライアンス遵守のための、使いやすく柔軟な

エンドツーエンドの単一ソリューションを提供できるようになります。 

Physicians World社の CEOである Mark Fleischer氏は、次のようにコメントしています。

「初のスピーカー・ビューロー・サービスのプロバイダーとして提携した Veeva と当社の協力関

係は、年々強化されてきました。当社が Veevaの一部門となることは、当社の顧客や従業員

にとっても素晴らしいことです。両社は、先進的なテクノロジーとサービスを提供して、業界のイ

ベントロジスティクスおよびコンプライアンスのニーズに応えるという、共通のビジョンを持って

います。」 

Veevaは今後もお客様に、Physicians World社以外のスピーカー・ビューロー・プロバイダ

ーを利用する選択肢の提供を続ける予定です。また Veeva CRM Events Managementで

提供サービスを統合・認定する、オープンパートナー・プログラムもサポートしていきます。

Veeva CRM と完全に統合されている Veeva CRM Events Managementは、包括的な顧客

インサイトを提示したり、入念に調整され、パーソナライズされたエクスペリエンスをスピーカー

と参加者に提供します。 

Physicians World社は Fleischer氏が率いる独立した事業ユニットとして営業を続け、米国

市場向けのサービスに注力を続ける予定です。詳細については、

veeva.com/jp/EventsManagementをご覧ください。 

 

Physicians World社: https://www.physiciansworld.com/ 

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

crm/events-management/ 

Veeva CRM: https://www.veeva.com/jp/products/multichannel-crm/crm/ 
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【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、775社を超える顧客に技術革新への取り組みや卓越した製品力によって、

お客様の成功にコミットする様々なサービスを提供しています。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。 

【Physicians World （Veeva社）について】 

Physicians Worldには 20年以上の経験があり、クライアントがスピーカービューロープログラ

ムの効率、有効性、コンプライアンスを最大化できるように、フルサービスのスピーカービュー

ロー管理ソリューションを提供する確立したリーダーです。 Veeva社である Physicians 

Worldは、あらゆる規模の企業にエンドツーエンドのロジスティックサービスとワークフローソフ

トウェアを提供して、スピーカーやその他クライアントのステークホルダーのニーズをサポートし

ます。 提供サービスは、個々の顧客ニーズに基づいてシームレスなスケールアップおよびス

ケールダウンを可能にするよう構築されており、カスタマーサクセスをサポートするために長期

的なサービス中心のモデルにフォーカスしています。 詳細については、

physiciansworld.com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-K for the period ended July 31, 2019. 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 
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