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海外拠点
■ 米国支店

TEL : +1-860-674-8796 E-mail : us-info@gii.co.jp

■ 韓国支店

TEL : +82-2-2025-2992 E-mail : koreainfo@gii.co.jp

■ 台湾支店

TEL : +886-2-2729-4219 E-mail : tw-info@gii.co.jp

■ シンガポール現地法人

TEL : +65-6223-2436 E-mail : sg-info@gii.co.jp

■ ベルギー駐在員事務所

TEL : +32-2-535-7543 E-mail : eu-info@gii.co.jp

Concept
情報ニーズへの最適な回答。

世界の先端分野の市場動向や技術動向。
その最新情報を30 年以上、お届けしてきました。
株式会社グローバ ル インフォメーションは、世界６カ国 に 拠 点を持ち、300 社以上 の 調査
会社と代理店契約を締結する市場情報提供会社です。

お客様の情報ニーズに的確にお応えする調査資料の提案、個別調査はもちろん、各国で開催

される国際会議や各種セミナー情報、参加申し込みなど、総合的な情報サービスを提供して
います。

お客様の意思決定を支援し、事業展 開に寄与できる最 適 情報をタイムリーに提供、各業界・
産業界の活性化に「情報」というフェイズから貢献します。
それが弊社の理念です。

Our Values

お客様にとって真に価値ある情報を精査し、
お届けすることが私たちの使命です。
極めて広範囲な産業分野を網羅した最新の市場情報を提供します。

市場情報

それが私たちの最大の強みです。

私たちは、日々更新される世界各国の市場・産業・技術動向の膨大な情報

から、お 客 様 のニーズ に合う情 報を 精 査し 、提 案 を行う豊 富な 経 験を
持っています。

グローバル インフォメーションは
最適な市場情報を

タイムリーに提供して参りました。

必 要 とされる情 報を入手されたお 客様 は 、自 社の事 業 にとって ベ スト

情報に基づく
意思決定

日々成長する社員・企業を目指すとともに
的確な情報をお客様にお届けしています。

最 適な 意 思決 定に貢献すべく 、私たちは提携 調査会社とのパートナー

シップを最大限に活用し、アナリストとともにお客様固有の情報ニーズを
強力にサポートします。

私たちは、チャレンジ精神を持って
適切なチームワークで迅速に行動し

プラクティスを選択することが可能となります。

継続的な
情報サポート

単一の調査資料による一時的な情報提供に留まらず 、中長期的な経営課題
に対する多様な情報ソリューションを継続的に提案します。

専 任 担 当者による充 実したアフタ ー サ ービ ス は 、アナリストとの 質 疑 、

関連調査資料のご案 内、各種セミナーへのご招待など、多岐にわたります。

世界中のお客様へ
求められる最新の情報を
すばやく的確にお届けします。

Services

市場調査レポート

提携調査会社の各分野に精通した専門アナリストが、
特定テーマの市場 動向を調査・分 析し、その結果を
体系的にレポート。
世界市場や国別・地域別市場のトレンド、将来予測を
中心に参入企業の分析、技術動向、製品シェア、産業

Biotechnology
C onsumer G oods

Telec om & IT

構造、特許・規制事情の情報を詳細報告します。
お客様の今後のビジネス予測、市場参入、商品開発、
国際展開に関して、意思決定に有力な情報を提供し
ます。

Automotive

Phar mac eutic al

委託調査
お客様の市場情報ニーズに合わせ、固有の調査プロ
グラムをご提供。

Semic onductor

M edic al Devic es
Environment

専任スタッフがお客様の調査ニーズに対する詳細定
義を確認し、プロジェクトに最適な調査会社と共に
調査企画を提案します。
調査開始時のお見積、ご契約、調査開始後のプロジェ
クトマネジメント、納品まで一元的に担当し、お客様
に代わって調査会社との各種折衝業務を行います。

年間情報サービス
市場調査レポートとは別形態の年間契約型の情報
サービス。

グローバル インフォメーションは

世界の市場情報をグローバル規模で提供しています。

産業・国・テーマを問わず、お客様が必要とされる市場情報に対し、
世界６カ国の拠点を通じ、ボーダーレスなサービスが可能です。
取り扱う各種市場調査資料へのお問合せ・ご照会には

経験豊かな専任担当者が対応し、的確に最新の情報をお届けします。

お客様の広範囲な情報ニーズに合わせた各種カタログ等も豊富に用意。

年間を通じ、定期的に情報を提供するため、特定の
テーマに継続的な情報ニーズをお持ちのお客様に最
適です。
サービスはWebアクセス、電子ファイル、データ納
品などでご提供できます。

国際会議・展示会出展サポート
国際会議・展示会へのご参加、ご出展をサポート。

こうしたサービス体制と併せ、

各国言語にてWebサイトを作成し、様々なお問合せに

お支払い通貨などにも柔軟に対応し、

市場性が高く、ビジネス機会の拡大に寄与する各国の

日・英・韓・中の４カ国語で展開するウェブサイトの活用、
世界中のお客様の様々なご要望にお応えいたします。

も対応可能です。
国際イベントをご紹介することで、お客様の市場情報
ニーズを多面的にサポートします。

提供する情報カテゴリー
■ 通信／ IT

■ 自動車

■ 産業用機械

■ バイオテクノロジー ■ エネルギー

■ インフラ

■ 医薬品

■ 環境

■ 金融／保険

■ 医療用機器

■ 防衛／航空宇宙 ■ 食料／飲料

■ 電子部品／半導体

■ マテリアル

■ 一般消費財

About us

世界6ヵ国に拠点を持ち、７カ国語によるサービスを提供しています。
世界中の調査会社との継続的で密接なコラボレーションにより、
あらゆる専門分野における最新の情報サービスを一元化し、

お客様固有のニーズに合うソリューションをご提案いたします。
韓国支店

米国支店
本社
シンガポール現地法人

ベルギー駐在員事務所

その他 7%
台湾 7%

台湾支店

韓国 17%

お客様の分布

日本 69%

会社概要
社

名

所 在 地

〒 215-0004

250
15

2. 委託調査の受託
4. 国際会議の販売

資 本 金

2,150 万円
70名

従業員数

200
150

10

3. 年間情報サービスの販売

小野 悟

300

20

1. 海外市場調査レポートの販売

代 表 者

350

25

神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F

TEL 044-952-0102
FAX 044-952-0109
E-mail jp-info@gii.co.jp
URL www.gii.co.jp
事業内容

提携調査会社・主催者数

売上の推移 （単位：億円）

株式会社グローバル インフォメーション Global Information, Inc.
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新宿から小田急線 快速急行21分

新百合ヶ丘駅 徒歩3分
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米国および英国の通信分
野の調査、コンサルティ
ング会社および出版会社
の代理店業務を開始

株式会社アイジーアイ
ジャパンとして東京都
渋谷区に設立

川崎市麻生区に移転、
社名を株 式会 社グローバル
インフォメーションと改める

米国コネチカット州に
米国支店を開設

資本金を
2,150万円とする

シンガポール
駐在員事務所を開設

ソウル市に韓国支店を
開設

ブリュッセル市に
ベルギー駐在員事務所を
開設

台北市に台湾支店を
開設

本社を現在地に移転

シンガポール駐在員事務所を
現地法人化

