Explore Global Business Opportunities
Find the Best International Opportunities for Your Company
The free flow of capital, expertise, service and products; the increase in international partnering and
trade finance options; and globalization have dramatically increased access to markets around the world
– making it easier and less risky to explore international market expansion. Let Global Strategy help you
find the best open innovation opportunities, partners and markets for your business.

Proven International Business Expertise
Our Global Consulting Network of business consulting firms is located throughout developed and
emerging markets in over 60 countries. Whether you are seeking international partnerships, export
sales, expansion to new markets, or open innovation opportunities, Global Strategy offers the expertise
you need to connect with lucrative opportunities and increase your bottom line.

Open Innovation Consulting
• Develop strategies for systematically exploring external resources, knowledge and capabilities.
• Navigate relationships with companies, entrepreneurs, research centers, labs and governments.
• License or acquire new technologies, products, inventions and companies.

Market Development
• Evaluate international markets with the best business potential and lowest barriers to entry.
• Formulate and implement effective market entry, partnering, and sales strategies.

• Execute successful and long-term strategies to enter international markets.

Business Intelligence and Market Research
• Benefit from actionable information on market size, segments, trends, and distribution channels.
• Analyze targeted research on innovation opportunities, disruptive technologies and competitors.
• Access under the radar opportunities and empower your business with first mover advantage.

Global Strategy – Connecting you to global markets.

Global Strategy, Inc.
1073 Willa Springs Dr., Ste. 2013, Winter Springs, FL 32708 USA • Tel +1.407.951.6750
info@consultgsi.com • www.consultgsi.com

グローバルなビジネスチャンスの検索
最適な国際的ビジネスチャンスを見つける
国際的提携や貿易金融などのオプションの増加、資本、専門知識、サービスや製品の自由な流れとグロー
バル化は飛躍的に世界中の市場へのアクセスを増加しており、国際的な市場拡大を探求する事は、意外と
リスクが少なく容易になりつつあります。グローバルストラテジー社は、御社に最適なオープンイノベーション、
提携、そして新市場の機会を見つけるお手伝いをします。

実績ある国際ビジネスの専門知識
私たちのグローバルコンサルティングネットワーク(GSN) は、６０カ国以上の先進市場と新興市場を網羅して
います。御社では、国際的提携、輸出販売、新市場拡大やオープンイノベーションの機会を探していらっしゃ
いますか？グローバルストラテジー社は、お客様に必要な知識を提供し、有利な商機へ導く事により、更な
る事業底上げのお手伝いをいたします。

オープンイノベーションコンサルティング
• 外部のリソース、知識、能力を体系的に検索し、顧客の戦略を開発します。
• 企業、起業家、研究センター、ラボ、政府機関との関係をナビゲートします。
• 新技術、新商品、発明、企業のライセンシングやM&Aをします。

市場開発
• 最適な潜在的ビジネスチャンスを有し、市場参入バリアの低い国際市場を評価します。
• 効果的な市場参入、提携、販売戦略の策定と実施を行います。
• 国際市場参入への長期的および成功する戦略を実施します。

ビジネスインテリジェンスと市場開発
• 市場規模、セグメント、トレンド、流通販路などの実用的情報を役立てます。
• イノベーション機会、破壊的な技術、競合他社を対象にした調査を解析します。
• アンダーザレーダー調査手法*1を用いて、先発者の優位性により顧客のビジネス力を強化し
ます。
*1アンダーザレーダー調査手法：一般的な企業が行う調査範囲では検出しにくい情報をも網羅する手法。ス

タートアップや大学スピンオフ、インキュベーター、研究機関、ベンチャーキャピタル企業、新興国情報など
まで全て網羅して調査する。
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