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ご支援の流れ

事業開発ハンズオン支援
　◣ プランニング
 ◣ 基本戦略策定
  ◣ 課題抽出
  ◣ 調査
  ◣ 戦略・戦術開発
 ◣ ブランディング
 ◣ 戦略的情報発信

　◣ 実装・実行フェーズ支援
 ◣ タスク・スケジュール管理
 ◣ 現地・現場プロデュース
 ◣ プロジェクトマネジメント

サポート業務
　◣ 各種提案書作成

　◣ 各種計画書作成

　◣ その他各種書類作成

＜支援実績＞

地場産業の国際サミット企画・戦略立案
海外でも評価が高い日本の地場産業の知的財産保護
と国内外でのブランド力向上のための施策として、国
際サミットを提案し、関係者を巻き込むご支援をいた
しました。

日本の伝統文化に関する世界全体でのクラ
ウドファンディングプロジェクト支援
クラウドファンディングの全体戦略やストーリー作
り、プロモーション戦略まで支援いたしました。

地方公共団体の観光地域づくり・地域交通
政策ハンズオン支援
観光地域づくりの舵取り役を担うための組織づくりや
協業体制構築、さらには実際の事業開発までハンズ
オンで支援いたしました。

地域金融機関系ファンドに対する投資先支
援・戦略立案
ファンドの事業開発ストラテジストとして、ファン
ド投資先企業における事業開発にかかる戦略立案・
提案を行いました。

有名スキー場におけるアジア No1 の国際スノーリゾート
となるための計画策定支援
スキー場のグリーンシーズン利活用やバックカントリーエリア設定を
含む魅力あるマウンテンリゾートに向けて、多数の関係者間での合意
形成・利害関係調整を行った上での計画策定のご支援をいたしました。

関東エリアの公園における公共施設民間活
力導入のための企画書作成支援
利用者にとって利便性を高めた魅力ある公園とする
べく、民間活力導入のための企画作成・プロデュー
スを行いました。

ご挨拶

Building Our Nation through Business Activities,  

 by Connecting Local to Global Innovatively

　停滞する社会をより良い方向に動かしていくための最良の方法は、「起業家精神のもと、ビジネスにより現
実を動かしていく」ことであると、株式会社Glocal Innovation Holdings（GIH）は考えます。
　そして、日本に残されたブルーオーシャンは、地方。日本の地方には、多くの可能性が眠ったままとなって
います。そうした可能性を、既存の社会システムや既成概念にとらわれず事業化することで掘り起こし、事業
を通じた地域課題の解決を行い、地方（Local）と世界（Global）とを直接つなぎ、社会をより良く前進させ
てまいります。
　次の時代の豊かな社会を築いていくため、ぜひ多くの皆様とご一緒できれば幸いです。

   代表取締役　山内絢人　　　　　　

事業セグメント
当社は、日本の地方のポテンシャルを顕在化させるために
　①地域課題解決型 新規事業創出支援
　②産官学連携型 新規事業創出支援
　③地域課題解決型の自社サービス・商品開発
　④全国の地域資源を活用した自社サービス・商品開発及び全国・世界展開
などを中心に、事業化に取り組んでいます。

①地域課題解決型 新規事業創出支援
千葉県いすみ市をはじめとする、観光地域
づくり法人（DMO）やリゾート地の戦略
立案・組織運営・実証実験支援事業・戦略
的ブランディング・情報発信支援事業。

③地域課題解決型の自社サービス・
　商品開発
交通空白地域となっているエリアにおい
て、地域に根ざした持続可能な地域交通を
実現するための「自家用有償旅客運送」な
どのモビリティ導入支援サービス。

④全国の地域資源を活用した自社サービス・ 
　商品開発及び全国・世界展開
国立公園内のウォーキングコースをガイド
するアプリ「National Parks Walk」の
自社開発と実装、水引ECサイトの開発・
自社製造・販売。

②産官学連携型 新規事業創出支援
「日本みどりのプロジェクト推進協議会」
「ナショナルパークプロジェクト」をはじ
めとする、産官学を横断してあらゆるス
テークホルダーが協力・連携しながら実施
する課題解決・新規事業創出におけるプロ
デュース・支援。

① 初回相談ミーティング
 ◣ 課題や目指すべきゴールの共有
 ◣ 課題解決方法等の提示

② 基本戦略ペーパーの策定・提出
 ◣ ペーパーを踏まえた方向性・内容打ち合わせ
 ◣ 今後の支援メニュー・スケジュール調整

③ 支援実施(定期的なミーティング、随時の成果報告）

　　　　　　　　

初回相談ミーティングにおける状況
分析を踏まえて、最適・効果的なご
支援を提案いたします。

事業構想の段階からの二人三脚での
ハンズオン支援や、サポート業務だ
けのスポット支援も承ります。

お客様の状況に応じて柔軟に対
応いたしますので、まずはお気
軽にご相談ください！

サービス内容

プロデュース・ハンズオン支援

Global/National Local

自社開発によるサービス・商品展開

▼

▼
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社　　　　　名　：　株式会社 Glocal Innovation Holdings　
本 社 所 在 地　：　〒113-0033 東京都文京区本郷5-27-8　赤門樋口ビル3F
いすみオフィス　：　〒298-0012 千葉県いすみ市小沢533-1
U　R　L　 　　 ：　https://www.glocalinnovator.com
設　　　　　立　：　2018年 10月
代 表 取 締 役　：　山　内　絢　人
株　　　　　主　：　山　内　絢　人　（100%）
グ ル ー プ　：　株式会社EUROASIA、一般社団法人ナショナルパークスジャパン

①地方創生に資する事業を中心とした、各種コンサルティング事業
　（ゼロからイチをつくる新規事業開発分野及び官民連携分野におけるハンズオンでの戦略立案・実施）
②地域におけるモビリティ事業
③戦略的情報発信・広報戦略立案、イベント企画立案実施
④公的空間での民間活力活用導入支援・観光地域づくり支援事業
⑤伝統工芸品のリデザイン・海外展開事業
⑥アプリ、ECサイトの開発

　山内　絢人
東京大学法学部卒。ロンドンビジネススクール・ファイナンス修士号、ケンブリッジ大学・企業法修
士号取得。財務省入省後、国際局（G7/G20/IMF関連政策を担当）、主計局（国の予算・財政関連法
規全体を所管する部署にて、法律の改正等を担当）を経験。「事業家として、自らリスクを取りやり抜
くことでこそ社会を良くできる」との思いから退職し、独立。（株）Glocal Innovation Holdings
を創業。様々な領域における地域密着型・課題解決型の新規事業開発を行う。

QRコードより弊社HP一番下の
お問い合わせフォームからお問い合わせください。

お 客 様 ・ 協 業 企 業 様 の 声
一部上場企業取締役A様
　私は、仕事を一緒にする人に関して、絶対譲れないことがあります。それは「信頼する仲間」であること。GIHの山内絢人は、
私にとって圧倒的な「信頼できる仲間」で、日本だけではなく世界を豊かにしていくことへの意識と知識とネットワーク
を持っています。だから私は、山内絢人と仕事をするのです。

リゾート企業社長B様
　弊社の長年の構想を具体的に形にするための戦略・戦術と対外交渉、計画作りを行っていただいています。一番助かる
というか、お願いしてよかった、と感じているのは、構想をさらに一段レベルアップさせるための、新しいアイデアやピー
スを持ってきてくれるところです。GIHの山内さんの経験からくるのかもしれませんが、領域を横断する何者にも囚われ
ない発想力と行動力は魅力的ですね。

地方議会議員C様
　地域の活性化をしようとする時、まず、ぶち当たるのは、「理念はいいけど、具体はどうするの？」と言う問題。GIHの
山内さんは、理念を具体に、かたちにできる人。それも世界の新しい潮流を取り入れて、地域に提言してくれるので、極
めて有効な施策を行うことができます。企画・提案いただいた地場産業に関する国際サミットもその一つ。地域経済に刺
激を与えながら日本経済を活性化していく、仕掛け人だと思います。

地方自治体職員D様
　私の所属する自治体では、新規事業を外部コンサルに依存せざるを得ない状況が多く、その事業が完了するとそうした
コンサルが全て去っていってしまい事業自体が塩漬けになることが多くありました。しかしGIHの山内さんは違います。
GIHは、地域協議会から組織の確立、計画策定や先駆的事業の立ち上げを通して、地域内の方がそれをどう主体的・内発
的に発展させ定着させるかといった根幹の部分に責任持って関わって頂いております。山内さんは自身が関わった仕事は、
事業を持続可能な取組として定着するまで成し遂げるといった信念のもと、10馬力で実践してくださっています。大変心
強い存在ですし、出会えたことはとても幸運だと思っております。

会 社 概 要

事 業 内 容

代表プロフィール

お問い合わせ先


