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事業内容

(1)環境コンサルティング事業 （環境技術の海外展開コンサルティング）
(2)資源リサイクル事業 （プラスチックや電線のリサイクル事業）
(3)東南アジア浄水事業 （タイ拠点での浄水装置開発販売事業）
(4)経営コンサルティング事業： （海外拠点マネジメント・海外進出支援など）
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企業概要



GEEMSの想い

Global： 世界で活躍できるカンパニーを目指して

Environment： 環境貢献で社会に認められるカンパニーを目指して

Energizing： 活力ある組織で市場で利益を獲得できるカンパニーを
目指して

Management： お客さまや社員スタッフとともに成長し、共感できる
カンパニーを目指して

Style： 独創性や自立性が発揮できる自分とその活躍できる場
としてのカンパニーを目指して

世界で、社会で、そして市場で、愛される会社（カンパニー）を目指して

GEEMSは、それぞれの文字にこめた創業の想いを、自社のみならずお客さまや広く
世界の人々とシェアできるキーフレーズとして社名としました。



事業ポートフォリオ

環境（水処理、リサイクルなど） 事業マネジメント（企業経営、人材育成など）

海
外
（東
南
ア
ジ
ア
な
ど
）

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。

使用済みプラスチックや電線を有価で買い取り。
環境装置やきめ細かな作業でリサイクルします。

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。

海外拠点マネジメント
や海外進出サポート
（工場地紹介など）や
企業研修を行います。

環境コンサルティング事業 東南アジア浄水事業

このイメージは、現在表示できません。 このイメージは、現在表示できません。

このイメージは、現在表示できません。 このイメージは、現在表示できません。

経営コンサルティング事業

このイメージは、現在表示できません。



私たちのビジネスモデル

優れた日本の環境技術・ノウハウ

新規市場の開拓
ち密なデータ分析と現場主義の
行動力で潜在顧客を発掘します。

ビジネスモデルの構築
現地の実状に適した、かつ斬新な
発想力で業態開発を行います。

人材ネットワークの活用
長年蓄積した現地・専門人材との
連携で推進体制を築きます。

組織のマネジメント
事業計画の策定や組織・資金の
管理など事業運営を固めます。

グローバルで持続可能な事業展開の実現

日本には豊富な実績と高いレベルの競争環境で培われた先進的な環境技術と現場での
運用ノウハウがあります。私たちはその優れた環境技術をグローバル市場で活かす
ために必要なスキル、リソース、ネットワークを投じて、持続可能なビジネスを実現します。

私たちが投じる
付加価値

【商社機能】
貿易・仲介取引や事業への直接投資・運営など

【コンサルティング機能】
クライアント企業様の海外展開を協業・支援・助言

情報

知恵

ヒト

組織



環境コンサルティング【計画策定サポート】

私たちは、企業や自治体などのこんなお悩みにサポートをしています。

【１】 漠然とした海外展開への興味を、行動可能な計画に具体化します。

企業や自治体のよくあるお悩み

企業や地域の特徴と市場の特性を
最適に組み合わせた

海外展開のプランニング（戦略や進め方の
企画作り）をサポートします。

気軽にご相談 ヒアリング・情報収集 戦略や進め方のご提案 協議後、計画決定

お電話・メールに
よるご相談対応
（無料）で、まずは
お気軽に現状を
お聞かせください。

一方的なイベント・セミ
ナーへのお誘いや市場
特性の一般論ご案内で
はなく、まずは、貴社の
お考えや国内のご実績
などにしっかりと耳を傾
けます。

自分では見えない強み、
海外向けに有効なア
ピール方法、公的支援
施策の活用など豊富な
コンサルティング実績に
基づく多彩な視野から
ご提案を行います。

具体案を踏まえて
貴社のご意向を改
めて伺い、計画内容
を柔軟に見直します。
それにより実行可能
で効果的な計画に
仕上げます。

＜環境コンサルティングの流れ＞

自社・地域で培われた環境技術・
製品を海外市場へ売り込みたい。

でも、どこから手を付けてよいか
分からない・・・。



環境コンサルティング【販路開拓・事業化サポート】

私たちは、企業や自治体などのこんなお悩みにサポートをしています。

企業や自治体のよくあるお悩み

Win‐win関係の構築や将来リスクの低減を
配慮し、かつ状況に応じた

海外展開の販路開拓や事業化（交渉・契約、
貿易実務等）をサポートします。

気軽にご相談 ヒアリング・情報収集 実務の進め方のご提案 協議後、ご支援開始

お電話・メールに
よるご相談対応
（無料）で、まずは
お気軽に現状を
お聞かせください。

既に海外バイヤーと交
渉を始めている場合に
はそのご事情を伺い、
今後を見据えたご相談
では実例も交えながら
ご意向や不安の元を
聞き出していきます。

市場特性や相手の様
子も考慮するとともに、
豊富な経験や実例に基
づいて、交渉や契約の
進め方、貿易や事業化
への対処を具体的に提
案します。

協議後、ご納得をい
ただいた場合、商談
への同行や文書作
成のお手伝い、実務
の一部代行など多
様なサポート（有償）
も可能です。

＜環境コンサルティングの流れ＞

【２】 販路開拓や契約交渉、および事業化への行動段階をサポートします。

展示会等で出会った海外バイ
ヤーと具体的にどう商談を進めれ
ばよいのだろう。輸出や事業化な
ど実務も不明点多く不安・・・。



環境コンサルティングの事例

【事例１】
入念なヒアリングを通じて企業様の優れた
環境技術と強い海外展開の意向を理解し、
そのご事情に最適な海外市場を提案しまし
た。さらに、独自の人脈を使って海外の有望
ユーザーを紹介し、商談に同席して交渉を
サポートいたしました（上の写真）。

その後、企業様には公的補助金や専門家
支援サービスも活用いただき、試験導入や
海外進出まで取り組んでいただきました。

【事例２】
公的支援機関様が招待し、来日された海外
バイヤーに対して、その要望を考慮しながら
魅力的な環境技術や製品を提案できる日本
企業様を独自人脈からお声掛けしました。

商談にも同席して企業様の交渉を助言する
一方、個別に海外バイヤーの意向も聞きだ
しながら（下の写真）、双方がWin‐winの関
係で契約へ至るようサポートしました。

その他、自治体様のご依頼で「海外展開の
進め方」を講演させていただきました。



コンサルティング実績①
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水処理装置

廃棄物処理
リサイクル装置

受託事業
（専門人材の提供）

企画運営事業
（事業の一部請負）

浄水系

排水系

分別・選別

再生資源化・
エネルギー利用

コーディネート

エキスパート

商談会

市場調査

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・たい肥化など）、廃棄物発電装置、
バイオマス生産装置、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（例）

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）など

（例）

（例）

（例）

海外視察・展示会・商談会等開催時の運営支援、
研究会・セミナー等の企画・司会・進行支援など

（例）

環境ビジネスの海外展開に関する企業向け助言、
海外販促・商談や契約締結への個別支援など（例）

海外バイヤー招聘・海外商談会の企画・運営請負、
商談会手配（日系・海外企業の参加者招集）など（例）

環境ビジネスの海外市場調査、中小企業（日本）
の展開状況調査、海外関係者の意向調査など（例）



コンサルティング実績②

【公的機関の受託・請負実績】
2008年 経済産業省「産業クラスター計画・環境ビジネスKANSAIプロジェクト」拠点クラスター・マネージャー（代表）
2009年 近畿経済産業局 「タイ・バンコク地域等における循環型経済の発展に向けたFS調査」

近畿経済産業局 「関西アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム」チーフ・コーディネーター（代表）
2010年 日本貿易振興機構（ジェトロ） 「N‐EXPO/KANSAI ’10に関わる商談コーディネーター事業」 受託
2011～15年 日本貿易振興機構（ジェトロ） 「輸出有望案件発掘支援事業」 環境分野専門家（代表）
2011年 太平洋人材交流センター（PREX）「アセアン経営研修」 環境コース・ファシリテーター（代表）
2012年～ 大阪国際経済振興センター 「海外展開支援事業」 コーディネーター（代表）
2013～15年 中小企業基盤整備機構「国際化支援アドバイザー／海外販路開拓支援アドバイザー」
2016年～ 日本貿易振興機構（ジェトロ）「新輸出大国コンソーシアム」機械・環境分野エキスパート

【主な講演（代表による）】・・・環境関連の公開セミナー・講演のみ記載（特定企業・団体向け講演を除く）
１．NEW環境展・東京、 ２．東京理科大学大学院「環境経営」講座、
３．NEW環境展・大阪（2010‐11年はN‐EXPO/KANSAI展）
４．産業廃棄物協会主催研修会（奈良県、京都府、滋賀県、栃木県、福岡県など）
５．大阪ベントナイト事業協同組合主催講演会
６．日報ビジネス主催セミナー
７．不動産ソリューションフェア
８．（財）堺市産業振興センター主催「環境ビジネス研究会」
９．公的支援機関： 日本貿易振興機構（ジェトロ）
１０．自治体： 東京都、 大阪府、 奈良県、 滋賀県、福岡県、

広島県、静岡県、三重県



【当社リサイクル取引の特徴】

① 自社回収・自社加工（再生資源化は
外部）でモノの流れが分かりやすい。

② 契約書や納品書など書類対応が万全
でコンプライアンス上の安心。

＜お取引の流れ＞

（取り扱いアイテムの例）

使用済みプラスチックを自社で回収し、有価で買い取りします。
買い取り後は自社で加工、梱包して国内外で再生資源として活用されます。

事業開発・運営① 【プラスチック・リサイクル】



「施設向けに廃電線を優先提供（通常価格での売却）いただく」ことで「楽しく働く場」
を創造し、リサイクルも促進できます。

電気工事後や
工場の残材と
して排出された

廃電線

【福祉施設での剥離作業】

（廃電線の保管）

（剥離銅線の引取）

【剥離装置の供給＋技術指導】

運搬運搬

運搬 運搬 リサイクル
資源として
再生利用

事業開発・運営② 【電線リサイクル】



事業開発・運営③ 【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。

アパートメント

スーパー
マーケット

レストラン

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

水道水

セラミック浄水器

セラミック式浄水
自動販売機

日本製浄水器と
タイ製自販機を
組み合わせ

⇒ 現地ニーズに適合


