
株式会社グローバルダイナミクス

Bridging  　Global　　Dynamism to your Business
－グローバルダイナミズムをビジネスに繋げる－

世界を知る
経済政治・歴史文化・
ビジネス実情・語学（ ）

ハードルがなくなり、
ビジネス関係ができる
基礎・チャンスが生まれる

グローバルビジネスに
発展し双方の売上・利益・
雇用が伸びる

これが、私共グローバルダイナミクスが目指す世界とビジネスのビジョンです

　グローバルビジネスは、まず経済政治・歴史文化・ビジネス実情・語学など世界を徹底的に知ることか
ら始まります。世界を知ることで心理的・物理的ハードルがなくなり、ビジネス関係ができる基礎・チャ
ンスが生まれます。この基礎をベースにグローバルビジネスが発展し、双方の売上・利益・雇用が伸びる
ことになり、結果として世界の経済成長を促し、やがては貧困撲滅を達成できるのだと私共は考えます。
　これは決して夢物語ではありません。事実、シンガポールのように世界の企業と WIN―WIN の関係を
築くことに成功した国は経済発展を遂げ、貧困が減っているのです。

　株式会社グローバルダイナミクスは、国籍・民族を問わず世界の経営幹部・ビジネスリーダーの皆様を
対象に、全世界のビジネスに繋がるあらゆる経済政治・歴史文化・ビジネス事例に基づくアドバイザリー
やワークショップを通じて、戦略立案・新規事業立案支援からリーダーシップ醸成・マネジメント能力育
成・イノベーションを起こすための潜在能力開発までを全力でサポートさせて頂きます。
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株式会社グローバルダイナミクス
設　　立︓2010 年 4 月 1 日 
取引銀行︓三井住友銀行　梅田支店
役　　員︓代表取締役社長　山中 俊之

趣味 落　語
桂出丸師匠に師事して
上方落語の研鑽を積む。

ビジネスパーソン・経営者・教員・研究者向けにモチベーション向上、
目標設定、思考力・発想力向上、チーム形成、リーダーシップ等の
研修・ワークショップに従事。

東京外国語大学（東南アジア地域研究）卒業後、
東京銀行入行、１１年半に亘り国際金融業務に
携わり、ニューヨーク勤務も経験。

米国ＮＬＰ　協会トレーナー認定。リチャード・バンドラー博士、
アンソニー・ロビンス氏など数々の神経言語プログラミング権威に師事。

TM

トニー・ブザン氏に師事、英国 ThinkBuzan 社よりマインドマップ
インストラクター認定を受け、のべ 2500 人以上のマインドマッパー
養成。
ティム・クラーク博士に師事、
Business Model You マスタークラス修了。

一般社団法人 Read for Action 協会
リーディングファシリテーター認定。

学校教育でのメンタルリテラシー教育・グローバル教育・リーダー
シップ教育・キャリア教育支援にも多く携わる。

新刊

100 以上の企業・団体の経営改革や新規事業立案にコンサルタント
として従事、これまでにワークショップ ( 研修 ) への参加者数は、
3.5 万人を超える。
累計で世界 80 か国訪問。ビジネスにつながる現場を徹底的に視察。
稲盛和夫氏に選抜されイナモリフェローとして渡米。
世界最高峰のシンクタンクＣＳＩＳ（戦略国際問題研究所）にて
グローバルリーダーシップの研鑽を積む。

東京大学法学部卒、ケンブリッジ大学開発学修士、
ビジネスブレークスルー大学院大学（大前研一学長）ＭＢＡ、
大阪大学国際公共政策博士。

1990 年外務省入省、湾岸戦争、地球環境問題等を担当、首相通訳
（アラビア語）や国連総会を経験。エジプト、英国、サウジアラビ
ア赴任。2000 年に日本総研に転じて 2010 年に独立起業して現職。

大前研一氏主宰経営者向け勉強会（向研会）にてグローバルビジネ
スについて最新情報を基に質疑・議論。稲盛和夫氏主宰経営者向け
塾（盛和塾）にて全世界の経営者とビジネスについて研鑽を積む。

グローバルな視点からの戦略立案・新規事業立案のご支援
経営幹部のご要望に基づく資料作成等への対応
研修や個別ヒヤリングを通じ、大局的に考えてリスクをとる組織風土や意識の醸成
海外法人の現状調査と現地法人社員への研修やヒアリングを含めたご支援
一人一人の社員様の中長期的な成長を見据えた、 配置・昇格のための参考資料作成、
人事採用・昇格の面接等などへの対応

グローバルビジネスワークショップ

グローバルビジネス戦略・新規事業立案ワークショップ
グローバル経済政治・歴史文化・ビジネス実情理解研修
グローバルリーダーシップ研修
グローバルコミュニケ―ション研修
継続型︓次世代グローバルリーダー育成研修

（上記の研修を合わせたアクションラーニング型の数回で半年程度の研修）
ビジネスモデルキャンバスを活用した新規ビジネス戦略策定ワークショップ
外国人社員向け研修（企業理念理解・日本文化理解・新規事業立案等）
ＮＬＰ　（ビジネス心理学）やマインドマップ　を活用した各種研修

（組織開発・クリエィティビティ能力開発・目標設定・コミュニケーション改善・
　ロジカル思考・プレゼンテーション・文章力スキル向上等の研修）

TM
®

月に3回程度の往訪

テーマ 例 ・事前打ち合わせ実施
・各社の実情に応じてカスタマイズ
・最新の海外視察やグローバル企業等の実例を豊富に採用
・受講生レポート作成等事後フィードバック

すべての研修は、以下のサービス内容を含みます。

※いずれの研修も日本語 及び 英語での対応が可能です

グローバルビジネスファシリテーター
やまなか　としゆき

山中 俊之
Toshiyuki　Yamanaka

おおくぼ かおり

大久保 香織
Kaori　Okubo

「ビジネスに効く海外情報収集術 ～メディア・人・現場
　の情報を収益に繋げる︕～ ( ぱぶあす )」等

「日本人の 9 割は正しい自己紹介を知らない
 ～世界標準の仕事プロトコールの教科書～ ( 祥伝社 )」、

＜著書＞

新刊

随時受付中

11th Floor, Wisma Atria, 435
Orchard Road 238877　Singapore

  (　Singapore Office　) 

(　Japan Office　) 大阪市北区大深町３ １
７

号　
グランフロント大阪 タワーＣ
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ＮＬＰ
潜在能力を引き出すスペシャリスト

マインドマップで/TM
®

事 業 内 容

グローバルビジネスに向けての戦略立案・新規事業立案・
人材育成を担う継続的アドバイザリー業務

グローバルビジネスに関する1時間の無料相談

例ご支援内容

国際公共政策博士＆MBA 米国NLP　協会認定トレーナー
 英国ThinkBuzan 社公認マインドマップ インストラクター

TM

®

http://gl-dynamics.com/
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