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東京大学経済学部卒業後、2016年よりデロイトトーマツ
コンサルティングに入社。主に自動車業界と物流業界を
担当し、事業戦略策定や業務改革の長期支援チームを主
導、実施。
2018年に独立。大手上場企業にコンサルティングサービ
スを提供する傍ら、スタートアップとして事業立上げを
行い、2度の事業売却を経験。
現在は企業変革を目的としたコンサルティングサービス
を提供するPrime Arc Consultingの
代表として様々な企業の支援を実施している。

代表者のご紹介

Ｘ

小林大輝

株式会社pray 代表取締役
Prime Arc Consulting 代表



背景追加

変革を必要とする企業のために、「もっと使いやすい、もっと信頼されるコンサ
ルティングサービス」を提供したい。

コンサルタントの大量採用の時代にあえて、「プロフェッショナリズム」という
変革への情熱と哲学を持った、少数精鋭の戦略コンサルタントが集まる会社に。

2度の事業売却経験のある創業者が、大手ファームに在籍していた時に
感じていた想いや課題感を解決するために創業

変化や変革に対して熱意を持ったご担当者様の社内外の推進の力になりた
い

pray Vision
変化が激しい社会にあって、
企業の変革のパートナーに。
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サービス概要

お客様の状況やニーズに応じて、
Prime Arc Consultingとプロサポという2つのサービスでご対応しております

Prime Arc Consulting

サービス内容

プロサポ

お客様の状況

利用シーン

Topレベル人材による高品質なサービスを
高い価格競争力で提供

大手コンサルOBなど優秀人材が支援
チケット制の明瞭会計で柔軟に利用可能

プロサポ

抱えている課題が明確

課題やスコープが明確なときにおすすめ

抱えている課題が明確でない

課題やスコープが明確でなくてもOK

主な特徴

価格 大手ファームに比べて圧倒的に安価 チケット制による明朗会計

手厚いサポート

コンシェルジュによる丁寧なサポート

スタッフ指名可能

スタッフの職務経歴書を見て配員希望が可能

ご要望をしっかりヒアリング

スタッフとコミュニケーションを取り様々な種類の仕事を依
頼可能

緊急対応可能

急なご依頼も対応可能

大手ファーム出身の優秀人材多数（プロサポも同じ）

経験豊富なスタッフが成果物に対してコミットします

大手ファーム出身マネージャーによるコミット

高プロジェクトクオリティへのコミットメント

戦略策定/特定領域調査/特定テーマの調査・分析

組織・評価制度設計/ワークショップ運営/
大規模PMO など

担当者やメンバーとの壁打ち/雑多なテーマの調査/
社内向け資料作成・データ分析/大規模PMO など
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当サービスは、大手ファーム出身者による高品質なプロジェクトと高い価格競争力を両
立した、お客様のプロジェクトの成功に徹底的にコミットするサービスです

サービスの特徴・強み

大手ファーム経験者による安心感と専門性
必要に応じて外部から知見や同種PJ経験を持ったコンサルタントやエキス
パートをアサイン

外部ネットワーク活用により圧倒的に幅広いテーマで対応が可能

事業経験から来るリアルな知見
代表は2度のスタートアップの売却経験
その他、事業会社で新規事業立ち上げ責任者や新規事業支援PJも多数

情熱とプロフェッショナリズム
変革への情熱と高いプロフェッショナリズムを持ったコンサルタントで構
成

コスト競争力と柔軟性
大手ファームと比較して安価でプロジェクト組成が可能
Startupならではのスピード感と、状況に合わせた柔軟な対応が可能

高いニーズ把握力と提案力
Startup流の営業とコンサルタントの分業制によるハイレベルなニーズ把握
コンサルタントが提案とデリバリーに集中できる体制の確立
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当社支援実績のご紹介
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支援実績

多くの大手上場企業の支援実績を有します

支援先

（平田機工）

• 本社戦略部門のパートナーとして各種リサーチ、
プロジェクト推進(PMO)を支援

• 事業変革構想のディスカッションパートナー

支援内容

• HRBPの構想策定
• 次世代基軸事業のPoC支援・PMO

• ESG推進組織の構想と立ち上げの支援

• 新規事業創出におけるビジネスモデルキャンバスを
活用したワークショップ運営の支援

• SaaS事業立ち上げの支援

• 新規開発テーマのニーズ調査、エキスパートインタビュー
• ToC向け既存技術を活用したToB向け新規事業構想策定
• WEB3.0に対応した事業構想、長期ビジョン策定
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プロジェクト事例
大手3PL・フォーワーダー向け ERPリプレイス支援

SAP HANA S/４への移行に向け財務会計モジュールを中心とした
社内システム全般の上流構想（To-Be）の設計をサポート

・ 従前のシステムもSAP ECC

・ 従来、独自の業務フローへ対応するため、様々な社内システム

が散在。特に投資管理及び固定資産管理領域の管理が複雑

化していた。

・ 最適なシステム間フローを設計したい

複雑な社内システムの存在

2. グローバルへの展開

システム移行後のシンプルかつ最適なデータフローモデル設計

海外子会社への別パッケージERP導入をサポート

国内大手物流業者
3PL事業において国内首位の東証プライム上場物流グループ、グループ売上高約8,000億円

1. データモデル設計

背景

導入の効果 PJ会議での承認獲得

・ PJ会議向け資料作成

・ 社内の投資稟議承認 → 今後開発着手

支援内容 in 3 months

・ 投資管理システム～固定資産管理システム～財務会計モジュール・

管理会計システムにおけるデータモデルを策定

・ 行後の各種システムのオペレーションにおいても社内リソースの活用

パターンとBPOパターンの2パターンを試算し、メリデメを可視化

・ 国内のシステム構想を踏まえ、グローバル各社へのD365の導入に

向けた上流設計を支援

・ P2P、O2C領域のデータモデルを策定の上、現在社内コンセンサス

の確保に向けPJを推進中
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プロジェクト事例 ②
大手製薬会社向け 販売管理システム導入PMO支援

販売管理システム導入PJの全体設計と進め方に関する知見を提供、全体ＰＭＯとして
進捗・課題・リスク管理を徹底することで、要件定義は滞りなく順調に完遂

• 医療用医薬品を中心で卸販売しかやってこなかったが、今後

はOTC用医薬品及びグローバル市場に注力することになり、

マーケティングと販路拡大に伴い、オペレーションとシステム刷

新が必要

• 現場に寄り添うPJを推進、管理をしたい

販路拡大に伴うシステム刷新

2. 全体PMOとして要件定義を推進

・ PJアプローチ・スケジュール・体制に関するレビューと提言

・ PJリスクの洗い出しと対応策検討

・ PJキックオフ資料の作成支援

大手製薬会社

創業100年を迎える老舗企業、医薬品/健康食品/化粧品を販売

1. PJ全体設計と管理のアドバイザリー

背景

導入の効果 オンスケで要件定義完遂

• システム構成図

• 要件定義書

• PJスケジュール/WBS

• 課題・リスク一覧

• ステコミ報告資料

• 社内ステコミ承認を行い
今後は設計開発着手

支援内容 in 3 months

・ WBSの作成と進捗管理

・ 要件定義会とPMO定例の開催

・ 課題の洗い出しと進捗管理

・ PJ進捗報告資料の作成支援
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プロジェクト事例 ③
大手電機メーカー向け グローバルWeb制作システム導入支援

グローバルWebシステム導入PJにおいて、一領域のリードとして、
米国・欧州・インド・中国のグローバルチームとコラボしながら、要件定義～リリースまで支援

• クライアントが過去に他システムパッケージの導入に

失敗している中でのリプラン

• 約100か国/地域で30以上の言語が対象となる

グローバルWeb制作システムの刷新

• 要件改善に踏み込んだ要件定義をしたい

グローバルWebサイト刷新

2. 受入テスト・トレーニング

大手電気メーカー
約100か国/地域に進出しているグローバル電機メーカ

1. Backend領域リード

背景

導入の効果 Webサイトをリリース

• グローバルWebサイトのリリース

支援内容 in 3 months

・ Backend業務（Web制作者向け機能、権限・ワークフロー等）

領域の要件定義・開発品質管理

・ グローバルデリバリーチームと英語でのコミュニケーション

・ 業務運用マニュアル作成

・ 受入テストの実行支援（進捗管理、インシデント対応等）

・ トレーニングの実施支援
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プロジェクト事例 ④
生産設備メーカ向け ESG推進体制の構築支援

全社的なESG活動の立上げへ向け、社内の組織体制の立上げ～運用の計画策定を
支援。経営会議向け資料を作成し、全社的な活動開始を推進

• 脱炭素をはじめとした世界的なESG推進機運の上昇

• 顧客企業からのESG対応の圧力、製造業向けサプライヤとして、

ESG対応がサプライチェーン上での競争力に直結

• “動く”体制の検討・構築をしたい

ESG対応の必要性の高まり

2. 立ち上げ〜運用計画策定

全社的な活動目標に根差した組織体制の検討

ESG活動開始へ向けた準備計画の検討

国内大手生産設備メーカー

製造業各社向けに生産ライン関連の設計・機器納入サービスを提供

1. 組織を検討

背景

導入の効果 経営会議での承認獲得

• 経営会議向け資料作成

• 正式にESG活動開始へ向けた承認の獲得、

活動着手へこぎつけることを実現

支援内容 in 3 months

・ 何を目指しESGに取り組むか？

・ 中長期的に何を達成するか？

・ SG推進委員会の役割は？

・ どのようなWGを立上げ、どのような役割を与えるか？

・ ESG推進リーダをどのように巻き込むべきか？

・ 教育の機会をどう設けるべきか？

・ 立上げ以降はどのような年間計画の中で運用すべきか？
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プロジェクト事例 ⑤
グローバル企業向け 新規事業推進へ向けた組織改革支援

新規事業を創出しやすくするための組織改革を推進。現状の組織の課題や目標
を把握した上で、具体的な改善案の策定と計画推進まで支援

• 「新規事業部門」から新規事業が生まれない課題

• 「ミスをしない」ことを重視するあまり、スピード感なく小粒な事

業アイデアに走る担当者のマインド・行動の変容が必要

• 成果を生む組織改革案を構築したい

成果へコミットした組織づくりの必要性

2. 改善案の構築

ハード・ソフト両面での現状課題の把握

・レポートラインは

どうなっているか？

・組織内の役割分担は？

・ KPIは何か？

・テーマレビューの方法は？

抽出された課題に基づいた組織のグランドデザインの提示

国内大手科学メーカー

グローバル市場向けに機能性化学素材を開発・製造

1. 現状分析 （課題・目標の把握）

背景

導入の効果 組織改善計画の推進

• 組織改革への着手：
社内向けの説明会の開催

• 具体的なプロセス変更の試験運用：
変更後のテーマレビューの実践をご支援

支援内容 in 3 months

・組織のビジョンは何か？

・コミュニケーションの

頻度や方法は？

・人材の多様性はあるか？

・モチベーションは何か？

Vision：
創出を目指す新規事業の言語化

Strategy：
数年以内に成果を生み出す戦略検討

Process：
テーマの取捨選択を加速するレビュー

Resource：
スピード感ある人材のアサイン、
人材の多様性の向上

Organization：
評価制度・KPIの見直し
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プロジェクト事例 ⑥
大手素材メーカー向け サーキュラーエコノミー新規事業の立上げ支援

サーキュラーエコノミーの実現に向けた新規事業の立上げに向け、グローバルでの
市場や競争環境分析を行い、他社とのアライアンスを含む戦略オプションを明確化

• グループのマテリアリティであるサーキュラーエコノミ―の実現

に向けて、国内大手IT企業と協働で新規事業を立上げ

• 欧州でPoCを実施するも、自社のポジショニングや勝ち筋が

不明確な状況

• 課題の明確化と今後の事業戦略の方向性の具体化したい

サーキュラーエコノミー関連事業の
立上げの必要性

2. 戦略オプションの整理

サーキュラーエコノミーを取り巻く環境やグローバルで

企業のベンチマーキングを実施

他社とのアライアンス/M&Aを含む戦略オプションを整理し、

方向性を議論

国内大手素材メーカー

複合繊維などのマテリアル事業を主軸とする世界最大規模の素材メーカー、売上高約9,000億円

1. 環境分析、競合のベンチマーキング

背景

導入の効果 戦略の方向性の明確化

• 事業責任者と当社にとって

最適な戦略オプション議論し、

方向性を明確化

支援内容 in 3 months
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プロジェクト事例 ⑦
電子機器メーカー向け 脱炭素実現に向けたPMO支援

世界的な社会課題を背景に、エネルギー生産性向上を目標とした国際イニシアチブ
への加盟、および具体的な取組みのPJT推進体制構築を支援

• 世界的な気候変動に対し、

脱炭素社会の実現が求められている

• 企業として、脱炭素への取組みを通じて社会的責任を果たす

とともに、自社競争力へ転換し企業価値向上を図りたい

• 国際イニシアチブ加盟と、

取組推進体制構築

世界的な社会課題と課題解決を通じた
自社成長ニーズ

2. PJT推進体制構築

加盟および加盟宣言に向けた、社内外ステークホルダーとの調整

PMOとして、PJT推進の土台を構築

国内大手電気機器メーカー

国内外の製造業向けに制御機器や電子部品などを提供

1. 国際イニシアチブ加盟

背景

導入の効果

1. 経営会議での承認取得、加盟宣言のPRリリース

• 経営会議での承認を取得し、タイトなスケジュールの中、

予定通り加盟、および加盟宣言をリリース

支援内容 in 3 months

2. PJTの円滑な推進

国際イニシアチブ加盟に向け、

課題・タスク整理と進捗管理、ロードマップ作成を実施
全体像可視化

社内調整
社内決裁者の承認取得に向け、

論点整理・調査・資料作成を実施

目標とする加盟宣言日に向け、

国際イニシアチブ運営団体と調整
社内調整

PJT概要資料の作成により、各取組みの担当者が

抱えていた、PJT全体像が分かりづらい課題を解消

PJT概要
資料作成

課題管理
ルールの整備

参画後もPJTが円滑に推進するよう、

管理ルールを整備


