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海外展開支援事業

2019年 11月
株式会社ジェイシーズ

当社は、海外展開支援事業として、「民間企業・団体、公的機関等による海外事業展開に関わるコンサ

ルティング、及び実務支援」を行っています。

サービス内容

民間企業・団体、公的機関等による海外事業展開に関わるコンサルティング、及び実務支援

(1) 海外調査・リサーチ、テストマーケティング

(2) 海外パートナー開拓、提携サポート

(3) 展示会・見本市、催事等の企画、出展サポート

(4) 海外事業拠点設立、稼働サポート

(5) マーケティングマテリアルの企画・制作

(6) 海外プロモーション

サポート地域

得意とする地域 不得意な地域

北米 欧州
アジア

太平洋
中国 中東

ロシア

CIS
中南米 アフリカ

グローバル・ネットワーク

 世界 60か国以上に展開する独自のアライアンス・ネットワーク

 各国・各地域で活躍する約 160人の現地スタッフ

受託業務、社外ポジション

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）｜国際化支援アドバイザー

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）｜SWBS認定支援企業

 独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）｜「新輸出大国コンソーシアム」パートナー

 中小企業庁｜「ミラサポ」登録専門家（海外展開支援）

 京都商工会議所｜「アジアビジネス相談デスク」アドバイザー

 神戸市海外ビジネスセンター｜アドバイザー（海外展開支援）

 西武信用金庫｜契約専門家（海外展開支援）

 米国ミシガン州 経済開発局（MEDC）｜Japanese Independent Contractor（日系オフィシャルコー

ディネータ）
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企業概要

2019年 11月
株式会社ジェイシーズ

社名（商号） 株式会社ジェイシーズ （英社名）J-seeds Co., Ltd.

代表者 副島 暁啓

設立 2016年（平成 28年）11月 1日

資本金 6,000,000円（2019年 6月末現在）

主要メンバー

代表取締役 副島 暁啓 (Akihiro SOEJIMA)
上席執行役員 田中 秀彦 (Hidehiko TANAKA)
上席執行役員 前田 健二 (Kenji MAEDA)

事業拠点

東京オフィス

〒108-0074 東京都港区高輪 2-14-17 グレイス高輪ビル 8F
Phone: 03-6869-2457 Facsimile: 03-6736-0522
E-mail: contact@j-seeds.jp info@j-seeds.jp

URL https://j-seeds.jp/

取引金融機関 みずほ銀行、横浜銀行、横浜信用金庫、西武信用金庫

加盟団体等

 東京商工会議所｜横浜商工会議所｜京都商工会議所

 独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）

 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会

 一般社団法人 中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓

協議会（ネッパン協議会）

 IoT推進コンソーシアム

 中小企業世界発信プロジェクト推進協議会

 日 ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会（JASCA）
 神戸市海外ビジネスセンター

 京都府東京経済人会

受託業務、

社外ポジション等

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）｜国際化支援アドバイザ

ー

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）｜SWBS認定支援企業

 独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）｜「新輸出大国コンソーシア

ム」パートナー

 中小企業庁｜「ミラサポ」登録専門家（海外展開支援）

 京都商工会議所｜「アジアビジネス相談デスク」アドバイザー

 神戸市海外ビジネスセンター｜アドバイザー（海外展開支援）

 西武信用金庫｜契約専門家（海外展開支援）

 米国ミシガン州 経済開発局（MEDC）｜Japanese Independent Contractor（日

系オフィシャルコーディネータ）

mailto:contact@j-seeds.jp,
mailto:info@j-seeds.jp
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当社の強み

2019年 11月

株式会社ジェイシーズ

当社は、次の内容を「強み」としています。

1. 結果を約束するハンズオン型コンサルティングとワンストップ・サポート

2. 20年以上にわたる海外ビジネス経験を通じて培った高度な知見とノウハウ

3. 世界 60か国以上に展開する独自のアライアンス・ネットワーク

4. 各国・各地域で活躍する約 160人の現地スタッフ

5. 最大の成果を約束する、国内外の展示会・見本市等への出展サポート

6. ジェトロ、中小機構、商工会議所など公的機関との有機的連携



（海外展開支援事業）

支援実績
2019年11月

株式会社ジェイシーズ

業種別

業種 企業数 %
製造 64 43.8%
情報通信 14 9.6%
卸・小売 26 17.8%
サービス 10 6.8%
金融・保険 4 2.7%
飲食 9 6.2%
コンサルティング 6 4.1%
広告・プロモーション 7 4.8%
出版・印刷 2 1.4%
その他 4 2.7%

146 100.0%

規模（年商）別

規模（年商） 企業数 %
10億円以上 20 13.7%
5億円以上 36 24.7%
1億円以上 42 28.8%
5,000万円以上 28 19.2%
1,000万円以上 17 11.6%
1,000万円未満 3 2.1%

146 100.0%

地域別

地域 企業数 %
北米 36 24.7%
欧州 28 19.2%
アジア・パシフィック 60 41.1%
中国 11 7.5%
中東 4 2.7%
ロシア・CIS 3 2.1%
中南米 2 1.4%
アフリカ 2 1.4%

146 100.0%
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事業内容

2019年 11月
株式会社ジェイシーズ

当社は、次の 4つの事業を営んでいます。

とりわけ、「海外展開支援事業」、「国内展開支援事業」の 2つを主力事業と位置づけています。

海外展開支援事業

民間企業・団体、公的機関等による海外事業展開に関わるコンサルティング、及び実務支援

(1) 海外調査・リサーチ、テストマーケティング

(2) 海外パートナー開拓、提携サポート

(3) 展示会・見本市、催事等の企画、出展サポート

(4) 海外事業拠点設立、稼働サポート

(5) マーケティングマテリアルの企画・制作

(6) 海外プロモーション

国内展開支援事業

外国籍企業・団体、公的機関等による国内（日本）事業展開に関わるコンサルティング、

及び実務支援

(1) 国内調査・リサーチ、テストマーケティング

(2) 国内パートナー開拓、提携サポート

(3) 展示会・見本市、催事等の企画、出展サポート

(4) 国内事業拠点設立、稼働サポート

(5) マーケティングマテリアルの企画・制作

(6) 国内プロモーション

企画・開発、販売事業

商品・サービスの発掘、企画・開発、及び販売

(1) 商品・サービスの発掘、マーケティング、及び販売

(2) 商品・サービスの企画・開発、マーケティング、及び販売

(3) 商品・サービスの輸出入、及び販売

インバウンド関連事業

「日本らしさ」の発信、及び紹介

(1) 日本の伝統・文化、風土・里山、名所・旧跡、景勝地等の紹介

(2) 訪日外国人向け国内旅行、イベント等の企画、催行
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（海外展開支援事業）

基本料金表
2019年 11月

株式会社ジェイシーズ

～ 結果を約束するハンズオン型コンサルティングとワンストップ・サポート ～

 多年にわたる実務経験を通じて培った高度な知見とノウハウ

 世界 60か国以上に展開する独自のアライアンス・ネットワーク

 各国・各地域で活躍する約 160人の現地スタッフ

これらを余すことなく活用し、貴社の海外展開を成功へと導きます。

（金額単位：円、税別）

「結果を約束する」コンサルティング&サポート

結果を約束するハンズオン型コンサルテ

ィングとワンストップ・サポート

訪問月 1～2回、メール・電話等随時 150,000/月～

訪問月 2～3回、メール・電話等随時 200,000/月～

社外顧問、社外取締役など 訪問不定期、メール・電話等随時 80,000/月～

スポットコンサルティング 訪問、ウェブ会議、メール、電話等 15,000/時間～

初回面談（無料）にて貴社のご状況、ご要望等を詳細にヒアリングのうえ、今後の展開プランをご

提案させていただきます。

（金額単位：円、税別）

マーケティング&セールス サポート

テストマーケティング 150,000/件～

海外企業のリサーチ・抽出、リスト生成 140,000/件・国～

アポイントメント取得、インタビュー設定 30,000/件～

海外企業の信用調査・デューデリジェンス 80,000/件～

海外企業との交渉、契約締結サポート 15,000/時間～

海外企業との商取引に関わるコーディネーション 60,000/月～

駐在員代行サービス

（貴社より駐在員を派遣されることなく、弊社の現地スタッフに職務を委嘱い

ただけるサービスです。）

400,000/月～

セールスレップ紹介、管理 200,000/月～

海外事業拠点設立サポート 50,000/件～

海外調査・リサーチ （ご相談）

現地視察、F/S（フィージビリティスタディ） （ご相談）

展示会・見本市、催事等の企画、出展サポート （ご相談）

ビザ申請、取得サポート （ご相談）

マーケティングマテリアルの企画・制作

（他言語サイト、会社案内、カタログ、セールスマニュアルなど）
（ご相談）

海外プロモーション （ご相談）

料金は目安であり、貴社のご要望内容等により変動いたします。詳細をヒアリング後、正式にお見

積りさせていただきます。


