
【会社概要及び事業紹介】

株式会社ジームス・アソシエイツ
GEEMS Associates Corporation

～世界で、社会で、そして市場で、愛されるカンパニーを目指して～



会社名
株式会社ジームス・アソシエイツ
（GEEMS Associates Corporation)

住所

【本社】〒530-0001大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエスト19F
【関連会社】 株式会社ジームス（タイランド）（GEEMS (Thailand) Co., Ltd.）
200/5 Narathiwat-ratchanakarin Road, Chongnonsi Sub-district, Yannawa District, 
Bangkok

代表者 代表取締役社長 有岡 義洋 （中小企業診断士：経済産業大臣登録）

資本金 1,000万円

設立 2005年3月

事業内容
(1) 「環境ビジネス」コンサルティング （環境技術・製品・サービスの海外展開支援）
(2) 「SDGsの活用」コンサルティング （SDGsのビジネス活用に係る研修の企画実施）
(3) 「グローバル経営」コンサルティング （海外拠点を含む経営管理や人材育成）

連絡先
電話（代表）：06-6133-4263
電子メール： info@geems.net   
URL: https://geems.net/ （会社HP） https://waterasean.com/ （タイ事業HP）

企業概要
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事業ポートフォリオ

環境ビジネスや価値創造の市場向け

国
内
（仕
組
み
作
り
）

環境技術でグローバル市場へ展開するための
各種サポート（事業・販売戦略の策定、海外顧客
の開拓、契約等リスク回避の対策）を行います。

タイの拠点で日本のセラミック
浄水技術を活かした飲用浄水
自販機を製造販売します。

グローバル経営向け
経営管理や幹部育成
をサポートします。
（研修や戦略会議
ファシリテーション）

「環境ビジネス」
コンサルティング

アジア環境ビジネス創出

この画像は表示できません。 この画像は表示できません。

「グローバル経営」
コンサルティング
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「SDGsの活用」
コンサルティング

“SDGs（持続可能な開発目標）”をビジネスで活用す
るノウハウを学ぶ研修ワークショップを企画します。

人
材
育
成
の
サ
ポ
ー
ト

事
業
創
出
の
サ
ポ
ー
ト

グローバル市場向け（東南アジア＋インド）



「環境ビジネス」コンサルティング事業とは

日本の優れた環境技術・サービスを海外市場に導入して
新たなビジネス（経済価値）を創出支援する事業です。

日本の優れた環境技術・
サービスを使った事業企画
（市場調査、事業・販売計画）

東南アジアの環境ニーズに
合わせて「環境と経済」を
両立させたビジネスの創出
（輸出・進出・提携・投資等）
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「環境ビジネス」コンサルティングで何が変わるか①

＜こんなことがありませんか？＞

展示会や商談会、HPから来る引き合い。

海外バイヤーに資料や見積りを送っても
なかなか成約にならない・・・

まず、自社技術・製品の「特徴」を明確にしましょう。

①相手にとって何がいいのか？
②競合他社と何が違うのか？
③なぜ自社はそれができるのか？

他部署や取引先へのヒアリングや第三者のアドバイスを
取り入れながら、「客観的な目線で」提案内容をまとめます。

国内と違い、海外では業界内の常識が通用しません。
相手の目線で、魅力を分かりやすく伝える必要があります。

What

Why

＜環境コンサルティングでこう変える①＞
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＜こんなことがありませんか？＞

次に、自社技術・製品の「売り方」を明確にしましょう。

①ターゲット顧客（国・地域、業種、ニーズ）は？
②最適な仕様や価格、サービス体制は？
③バイヤーやパートナーの見つけ方は？

過去の引き合いや国内取引経緯から自社技術導入のニーズを
具体化し、それに応じた製品特徴や価格等売り方を計画します。

統計データよりもユーザーの多様なニーズを判断基準とします。
それに応じて「ユーザーが買いたくなる」ストーリーを描きます。

これからは海外市場に期待。でも、どこの誰に、
どう営業してよいか、分からない・・・。

What

Why

＜環境コンサルティングでこう変える②＞

「環境ビジネス」コンサルティングで何が変わるか②
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＜こんなことがありませんか？＞

海外ビジネスの「公的施策やチャレンジの場」を利用しましょう。

①市場調査や事業計画の策定への補助・委託事業
②販路開拓を効率的に行うための個別支援制度
③国内商談会やマッチング制度

海外市場開拓の補助金や委託、個別支援を受けられる公的施策
を活用するための応募企画や事業計画を作成します。また、国内
で商談ができる機会を成果へ結びつける準備を行います。

公的施策には目的や目標があり、その趣旨に見合った企画や
計画が必要です。また、商談会を成果へつなげるには前述の
①「特徴」や②「売り方」を整理しておくことが大切です。

海外ビジネスは費用がかかる。
効果が読めないだけに先行投資は踏み切りにくい・・・。

What

Why

＜環境コンサルティングでこう変える③＞

「環境ビジネス」コンサルティングで何が変わるか③
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環境分野におけるコンサルティング実績（公的分野）

（支援実績例）
・JETRO（日本貿易振興機構）の中小企業向け海外展開支援に関する事業において、
機械・環境分野エキスパートとして10年間従事。
…対象国：全世界
・JICA（国際協力機構）のODAを活用した中小企業支援事業で外部人材として採択企業
の活動（市場調査、戦略立案、事業パートナー発掘、商談手配等）を支援。
…対象国：タイ、インド、ミャンマー

・静岡県及び静岡県環境資源協会での「東南アジア環境ビジネス支援事業」において
県内企業向け個別コンサルティングを実施。
…対象国：タイ、ミャンマー
・広島県の「東南アジア環境ビジネス研究会」でアドバイザーに従事
…対象国：インドネシア、ベトナム
・大阪市の「商談・展示会向け個別支援事業」において参加企業の販路開拓を支援。
…対象国：中国、ミャンマー、シンガポール、タイ

（JETROの展示会で）
（シンガポール）

（静岡県の企業支援）
（タイ）

（JICA普及・実証事業）
（インド）

（大阪市の企業支援）
（中国） ‐ 7 ‐



“環境ビジネス”コンサルティングの海外展開例

タイ

海外法人の拠点を設立。

水やリサイクル分野の
事業創出に加え、再生
可能エネルギービジネス
の市場調査（自治体や
企業委託）を行いました

インド

JETROやJICA等の公的施策

を活用しながら、環境貢献
設備（金属リサイクル）の
市場開拓（テスト導入、
新規顧客発掘・商談支援）
を行いました

ミャンマー

幹部官僚向け研修や
現地展示会で日本企業
の販売支援、廃棄物
リサイクル事業の市場
調査及び普及実証活動
（JICA事業）を行いました
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環境分野における得意分野

当社が環境分野で得意にしている分野は、「水処理技術」と「廃棄物処理・リサイクル」で
す。近年はこれらに関連した「再生可能エネルギー」の技術・製品・サービスに関わる海外
販路開拓のご支援も増えています。

環
境
装
置
の
輸
出
・現
地
生
産

水処理装置

廃棄物処理
リサイクル装置

浄水系

排水系

分別・選別

再生資源化・
エネルギー利用

遠心分離式分別機、色彩選別装置、
磁力選別機、剥離選別装置、風力・
比重選別プラントなど

汚泥・有機系廃棄物の再生資源化プラント
（炭化・飼料化・たい肥化等）、廃棄物発電、
バイオマス生産、廃プラ溶融・造粒装置など

フィルター装置、流量測定計、小型浄水装置、
浄水薬品、電解水生成装置、配管類など

曝気装置、汚泥脱水・乾燥機、
汚泥かきよせ機、
濾材、浄化槽、中和剤（混合ノウハウ含む）

（取扱実績のある環境技術・製品の一例）
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「SDGsの活用」を企業・個人が実践するために

SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）は2015年に国連本部で150
を超える加盟国首脳参加のもとに掲げられた、人間、地球及び繁栄のための行動計画と
して、その宣言と目標（2030年まで）を示すものです。

当社は、SDGsを理念だけにとどめず、企業や個人が行動し、その成果を世界の
人々が等しく享受するために、「SDGsを活かす」研修や議論・考察の場を創ります。

【当社のSDGs研修の特徴】

１．世界が抱える課題を取り
上げます。

２．ゲームやワークで楽しく、
熱く、実践的に行います。

３．企業のイノベーションや
個人のスキルアップにつな
がる成果を残します。
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「グローバル」に日本企業・人材が活躍するために

市場をグローバルに広げれば、「売り先が増える」「ビジネスの幅が広がる」「リスクを分散で
きる」など多くのメリットが期待できます。
一方で、課題やリスクも気になり、簡単に乗り出せない現実もあります。そこで・・・

グローバル市場で、さらなる活躍の未来へ進む企業や個人の方々に、
当社は「グローバル・ビジネスで活躍する」ためのスキル研修や

リーダー養成の場でもある戦略会議のファシリテーションを行います。

当社の「グローバル経営」研修・
戦略会議ファシリテーション

１．「自ら判断し、行動する」スキル（論理的思考：
ロジカルシンキング）を学びます。

２．「リスク判断」や「異文化間コミュニケーション」
スキルを学びます。

３．大局的視野や部門間連携、問題解決を実行
し、企業の業務改革やイノベーションを起こす
「戦略会議」をサポートします。

【 】

グローバルな議論では活発で論理的
な意見が飛び交います。
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事業開発・運営 【アジア向け浄水供給】

水道水に含まれるミネラル分を残したまま、有害物質を浄化して「安心で
おいしい水」を東南アジアの新中間層に届ける事業です。

寮・
コンドミニアム

スーパー
マーケット

カフェ・
レストラン

工場・
社員食堂

バクテリア

残留塩素

金属類

トリハロメタン

ミネラル分

バクテリア

残留塩素

金属類

トリハロメタン

ミネラル分

セラミック浄水器

タイ製
自動販売機

日本製浄水器と
タイ製自販機を
組み合わせ
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