
LLC グリニッジ+9  

通訳・翻訳、コンサルティング、オーガニゼーション、日露ビジネ

スのためのその他のあらゆるサービス 

グリニッジ子午線と日本の間の時差は、9時
間です。弊社は、御社のビジネスが有利にこ
の時差を超えるお手伝いをいたします。 

 

Everyday KAIZEN 



会社概要 

名称    LLC グリニッジ + 9 

 

設立    2007年10月16日 

 

住所    Office 330, 8/5, Podolskoe Shosse, 
     Moscow 115093 Russia  

 

電話/ファクス  +7 (495) 660 8199 

     + 7 (916) 800 1874 

 

URL:    www.greenwich9.ru  

E-mail:   info@greenwich9.ru  



尊敬する現在のクライアント様、将来のクライアント様  

社長挨拶 

略歴 

1973年 ハバロフスク生まれ 

1991年 ハバロフスク国立教育大学 

      東洋語学部 卒業 

1996/98年  新潟会話学校ロシア語 

      教師 

1998/99年  財務法人名古屋国際 

     センター名古屋民間大使 

1999/2002年 NGOピース・ボート 

         海上業務担当 

2002/04年 在ウラジオストック日本 

総領事館 プロジェクト『希望の星』 

コーディネーター 

2004/07年 Yamaha Motor CIS （モスクワ）  

プロジェクトマネージャー→経営企画課課長→広告・広報

部部長 

日本文学の翻訳 

三島由紀夫『午後の曳航』（2011年） 

村上春樹『回転木馬のデッド・ヒート』（2009年） 

藤原伊織『ひまわりの祝祭』（2008年） 

坂東昌子『死国』（2006年） 

趣味：旅行 

 弊社は、多くのタームゾーンで隔

てられた国々である日本とロシアの
間の架け橋として生まれました。弊
社のオフィスはモスクワにあります
が、私たちは日本と同じタームゾー
ンにあるかのような体制とスタンダ
ードで仕事をいたしております。 

私たちの仕事の中心は、いつでもお
客様です。私たちが、お仕事をご一
緒させていただくお客様に対する感
謝の気持ちを表現する主な手段は、
安定した高いクオリティーです。法
やメンタリティー、ビジネス習慣の
違いによるすべての問題をわれわれ
に任せていただければ、みなさまは、
ご自分のビジネスに集中できます。 

ユーリア・チナリョーヴァ 



価値観とミッション 
会社の価値観 

 毎日より良い方へ変化する。 

 国籍、性別、年齢、収入ではなく、その人の実績で人を判断す
る。 

 ただ単に勝つよりも、正直に勝つのが大事。 

 Q (quality)、C (cost)、D (delivery)を正しく組み合わせた結果と
してのハイクオリティーなサービス  

 ダブルスタンダードを避ける。 

会社のミッション 

 日本のビジネスマンがより積極的に共同のビジネスを行うために、
ロシアのイメージを向上させる。 

 外国からのロシア経済への投資を増やし、日本専門家の職場を確
保するため、日露ビジネスを拡大する。 

 日露通訳・翻訳のクオリティーを新しい高いレベルへと引き上げ、
クオリティーが低い通訳・翻訳を市場から少なくする。 

 ロシアにおけるB2B分野のサービスを質的に新しいレベルへと引
き上げる。 



 お客様は、ビジネスの中心 

  私たちのビジネスプロセスの中心は、いつでもお客様です。一歩を踏み出すときは、い
つもお客様にどんな影響を与えるかについて考え、すべての行動がお客様にとっての価
値を生み出し、利益をもたらし、ビジネスが成功するよう努力いたしております。 

 

 ジャパンスタンダードによる仕事 

  弊社の社名であるグリニッジ＋９は、日本とロシアを隔てるタイムゾーンを象徴してい
ます。時差は、メンタリティー、ビジネス習慣、言語の違いと共に、ビジネスにとって
の深刻なハードルとなります。私たちは、日本のお客様が日本でなれていらっしゃるレ
ベルのサービスを受け、オーガナイズにおける困難にじゃまされることがないよう、す
べてのことを行います。 

 

 先を見越したサービス 

  私たちは、日本のお客様よりもロシア市場をよく知っています。ですから、私たちは、
一歩先を見据え、お客様の期待を先読みするように心がけています。 

 

    中小企業が対象 

  弊社は、大きな企業ではありませんから、中小企業のビジネスの難しさを知っています。
しかし、私たちは、自分たちを例にして、小さなビジネスが国際的になりうると証明す
ることができると信じています。私たちがターゲットとするお客様は、最小限のコスト
でロシア市場に進出しようとしている日本の中小企業です。一方で、私たちのお客様の
中には、多くの世界レベルの大企業もあります。 

基本原則 



  通訳・翻訳 

 通訳（同時通訳も含む）、翻訳、書類の公証手続き 

  ビザ、オーガナイズのサポート 

 ビザサポート、ホテル、会議室の予約、移動手段の提供 

  イベントの運営 

 展示会の運営（集客活動、ブースの手配）、カタログの準備と印刷、アンケート調査、イ 

ベントスタッフの手配、記者会見の企画運営、参加者からのフィードバック 

  市場調査 

 市場調査、インタビュー実施、市場調査ツアーの準備（プログラムの作成、商業施設の視

察、商談の設定） 

  コンサルティングとビジネスマッチング 

 ビジネスパートナーの検索、信頼性の調査、商談の設定、契約締結のサポート 

  スタートアップと法的サービス 

  法人設立、契約書の鑑定、オフィス探し、銀行口座の開設、労働ビザと労働許可の手続き 

 採用活動 

  求人、面接の実施、アウトソーシング 

 国家登録 

  輸入品の登録と認証 

 無駄のない生産（改善） 

  日本人改善コンサルタントの選出、セミナー、日本企業視察旅行のオーガナイズ 

業務内容 



通訳（逐次通訳、同時通訳）、翻訳、書類の公証手続き、チェック

と編集 

代表的なプロジェクト: 

 プロドエキスポ展、ピル展、World Food、Dental Expo、  Inter Auto、 

Mosbuild等の展示会への通訳の派遣（同時に最大11人の通訳を派遣） 

 ソフトウェア「ドクターウェブ」のローカライズ 

 Maxmara 60周年イベントの通訳をすべて手配（記者会見、VIP代表団の通

訳サポート等） 

 モスクワ市政府観光委員会の2009年度版モスクワオフィシャル観光ガイドの

翻訳 

 Uniqlo Global Recruiting  プロジェクトへ通訳を毎年派遣 

 ズベルバンク頭取、セベロスタリ社長の日本出張の通訳 

 弊社は、日本とロシアの大手通訳会社の下請けを行っています。 

 日本の首相のモスクワ訪問時の政府代表団の通訳。 

主なメリット: 

 日本語が堪能なスタッフがいるため、翻訳の質の管理体制が万全であり、至

急の翻訳にも対応できます。 

 翻訳はネイティブのみが行います。 

 

通訳・翻訳  



展示会の運営（集客、ブースの手配）、カタログの準備と印刷、アンケート調査、
イベントスタッフの手配、記者会見の企画運営、参加者からのフィードバック 

代表的なプロジェクト: 

2009年 THE FINEST FOOD OF JAPAN FAIR 

2009年 日本大使館における和食推進に関するイベント（日本の秋2009） 

2009年 プロドエキスポ展日本パビリオン 

2010年 ピル展日本パビリオン 

2010年 北海道のプレゼンテーション 

2011年 ピル展日本パビリオン 

2011年 Mosbuild  展IKK社ブースのオーガニゼーション 

2011年 日本建築セミナー 

2011年 日本大使館におけるMurasaki Japanプレゼンテーション 

2012年 プロドエキスポ展北海道パビリオン 

2012年 Japan Expo 

2012年 沖縄民謡コンサート 

2013年 MITT展日本パビリオン 

主なメリット: 

大規模なイベント実施の経験が豊富です。 

イベントを「完成した形」でお引渡しする準備があります。 

 
 

イベントの企画運営 



 

主なサービス: 

 ビザサポート（招待状、テレックスによるあらゆる種類の
ビザ） 

 ホテルの紹介と予約 

 移動手段の提供（VIPクラスの自動車、マイクロバス、バス
等） 

 空港への送迎 

 

主なメリット: 

 お手頃なビザサポート価格 

 日本のサービス基準によるサービスの提供 

 柔軟性と迅速な対応 

 
 

オーガナイズサポート 



市場調査、インタビュー実施、市場調査ツアーの準備（プログラムの作成、商業施設の視
察、商談の設定、随行） 
代表的なプロジェクト 

市場調査 

年月日 テーマ・業界 詳細 
2013年3月 Ｅ会社  医療 ロシアの医薬品代理店およびメーカーのデスクリサーチ 

2012年12月Ｆ会社 農業 Overview of Russia Agriculture, Fishery and Forestry and Japan-Russia FTA 

2012年2月 

ジェトロ 

メディア 映画とテレビ番組バイヤーに関する調査 

目的：バイヤーリストの作成、情報収集（現在の取引先・規模等々）、日本製品の認識性の調査 

2012年2月   A会社 医療 ロシアの医療保険制度に関する調査（サポート役） 

2012年1月    B会社 医療技術 ロシアで免疫細胞療法に関する調査（主要病院名、規制、治療費用、年間の患者数等々の情報収集） 

2011年6～12月 

C会社 

建材の販売 ビジネスパートナーの検索、プレゼンテーション、商談、連絡のやり取り、各種のサポート 

2011年10月 

D会社 

IT、技術 見本市にてポテンシャル・ビジネス・パートナーを検索した上、顧客に定められた業者の情報収集 

目的：ビジネスパートナーの検索、新技術の検索 

2011年4月 

D会社 

建材の販売 の場を借りて建築材についてアンケートの収集 

目的：ビジネスパートナーの検索、顧客（建築会社、設計事務所）の関心の調査、価格設定 

2011年1月 

ジェトロ 

メディア アニメ、漫画に関する調査 

目的：バイヤーリストの作成、情報収集（現在の取引先・規模等々）、日本製品の認識性の調査 

2011年1月 

ジェトロ 

医療機器の販売 医療機器に関する調査 

目的：バイヤーリストの作成、情報収集（現在の取引先・規模等々）、日本製品の認識性の調査 

2011年1月 

ジェトロ 

アパレル・ 

ファッション 

ファッションに関する調査 

目的：バイヤーリストの作成、情報収集（現在の取引先・規模等々）、日本製品の認識性の調査 

2011年1月 

ジェトロ 

デザイン インテリアデザインに関する調査 

目的：バイヤーリストの作成、情報収集（現在の取引先・規模等々）、日本製品の認識性の調査 

2011年1月 

E会社 

化粧品の小売 新製品（シャンプ、ヘアーパック）を作る際に、アンケートの収集 

目的：顧客（中年の裕福な女性）のニーズの調査、価格設定 

2010年2月 

ジェトロ 

食材 食材の見本市の場をかりて、お米、味噌についてアンケートの収集 

目的：一般のロシア人の日本料理・食材に関する考え方、日本食材の認識性、料理の仕方の調査 

2010年11月   D会社 建材の販売 建築材の市場調査、アポイントの設定、商談 

2010年9月 

農林省 

食材 食材の見本市の場をかりて、日本食材についてアンケートの収集 

目的：ビジネスパートナーの検索、情報収集、ニーズの調査 

2009年4月～2010年3

月     ジェトロ 

食材 一年間にわたりまして、果物、野菜、お米、醤油、肉の小売価格の変更に関する調査。関税・規制に

関する情報収集。 

2009年2月 

農林省 

食材 お米についてアンケートの収集。 

目的：一般のロシア人のお米に関する考え方、使用量、作り方の調査 



ビジネスパートナーの検索、信頼性の調査、商談の設定、契約締結のサポート 
 
代表的なプロジェクト 

 

コンサルティングとビジネスマッチング 

年月日・社名 業界 詳細 

2012年5年～現在 

日本の商社 

技術、重工、機材 ビジネスマッチング 

2012年3月～現在 

日本料理店 

レストラン業界 コミュニケーション・ファシリエーター 

日本人スタッフとロシア人スタッフの間の橋渡し、問題解決役、各種のアドバ

イス（経理、コミュニケーション等々）、通訳業務 

2011年12月～現在 

日本の上場企業 

レストラン業界 現地法人の設立、銀行口座開設、人事派遣、労働ビザの手配、ファシリティー

の検索、各種のコンサルティング（経理、法律等々） 

2011年6月～現在 

日本の上場企業 

アパレルの小売 人事派遣、経理のコンサルティング、通訳業務 

2011年4月 

ロシアの大手クレー車のメーカ

ー 

クレーン車の製造 日本のパートナーとの商談の前の説明会、戦略のアドバイス 

2010年11月～2011年12月 

日本の中小企業 

建材の販売 市場調査、業界の見本市に参加（ブース設定、各種の準備、ポテンシャル・ビ

ジネス・パートナーの検索、アンケートの収集、フィードバック）、ビジネス

パートナーの検索、ウェブサイトの作成及び運営、商標登録、商談、プレゼン

テーション、セミナーの設定、出張の際の同行・通訳、見積もりの作成等々 

2012年2月、2010年10月 

社団法人北海道総合研究調査会 

食材、建材 バイヤー向けのイベント、見本市のコーディネーター 

2009年3月～現在 

日本の販売会社 

化粧品の小売（ブラン

ド名：『ムラサキジャ

パン』） 

市場調査、人材派遣、モスクワ事務所の役、エージェント役、問い合わせの窓

口役、広告・広報の担当、取引先とのやり取り、販売促進イベントのコーディ

ネーター、各種のコンサルティング（経理、戦略等々） 

2009年3月～現在 

ジェトロ 

食材、建材、メディア、

ファッション 

各種の市場調査、バイヤーの検索、バイヤー向けのイベントのコーディネータ

ー、等々 

2009年4月～現在 

ロシアの最大手の自動車メーカ

ー、銀行、鉄鋼会社等々 

日本の製造方式の紹介 日本の製造方式を勉強するセミナー、日本へのツアーの設定（プログラム調整、

講師派遣、コーディネーター業務、通訳業務等々） 

2007年10月～現在 

ROTOBO 

製造方式、石油・ガス

等々 

各種のセミナー、見本市等のコーディネーター業務、通訳業務 



 スタートアップと法的サービス 

 法人設立、契約書の鑑定、オフィス探し、銀行口座の開設、労働ビザと労働許
可の手続き 

 採用活動 

 求人、面接の実施、アウトソーシング 

 国家登録 

 輸入品の登録と認証 

 

主なプロジェクト 

2012年   ユニクロロシアへの人材紹介 

2012年～現在 レストラン「ツヴェチェーニエ・サクルィ」への人材紹介 

2012年   トリドールへの人材紹介 

2012年   トリドールの登録とサポート 

2010年   ICSTのための国家登録分野における調査 

2010年   Murasaki Japanのための国家登録 

 

主なメリット 

確立されたシステムと必要なコンタクトがあります。 

 
 

その他の業務 



顧客 

http://ajinomoto.ru/Default.aspx?tabid=36
http://www.murc.jp/english/index.html
http://www.jetro.go.jp/


顧客 

http://pen.hankyu-com.co.jp/index.html
http://www.jtbcom.co.jp/

