
販路開拓支援事業のご案内 
有限会社GyoLightHouse



事業内容
■インターネットを活用した販路開拓支援映像制作と情報流通の仕掛け作り

	 Gyolighthouse.com

我が社は『１分動画』を用いた、販路開拓支
援企業です。　経済のグローバル化に伴い、
いつの間にか品質から価格競争へと突入して
しました。　我が社は今まで膨大な数の企業
経営者の方々とお話しをしてまいりました。

『オンリーワン企業』へと変貌されている企
業を多くお見受けいたします。　ただ、経済
が飽和状態の中御社のオンリーワン商品をい
かに売ってゆくのか？が一番の問題点。

新規販路開拓はどうされていますか？既存取
引先のループ営業に留まっていませんか？と言
われても、日々刻々と変化する経済の中じっ
くりと考えることすらする時間がありませ
ん。　では？　どうしますか？

42.195KM.
これはフルマラソンの数字です。マラソン選手
だけでなく持久力スポーツにはルールがあり
ゴールが決まっています。だからがんばれるの
です。

ゴール戦略が大事。
ローラー営業の時代は終わりました。自社製
品を誰に対して供給するのか？そこから考え
なければこれからの製品（商品）開発は難し
いのです。　日々御社は何を考えて製品（商
品）開発を行っているのですか？　飛び込め
たらこっちのものかもしれません。今は、飛
び込めない時代になったのです。市営プール
でも。交通機関でも。

究極の手法とは？
御社の『いきざま』を見せるのです。『何』
を考えてモノを作っているのか？他社との違
いは『何』なのか？　ありのまま、そのまま
を伝える方法が、『動画』にたどり着いたの
です。見た人が判断する時代になったのです。

１分動画が心地よい。
すべては見せない。エッセンスだけ。すべてを
見せると『知的財産』が盗まれます。

そうか。インターネット。
24時間、365日公開しても費用はただ。その上
世界中に配信されます。あなたの思いをイン
ターネットで公開すると意外なところからの
問い合わせが出てきます。弊社クライアント
では、海外から、大手企業からと想定外な企
業からの受注が続出。　

御社は認知されていない事実
を自覚してください。

御社の価値を見せることが
一番の近道。　

百聞は一見にしかず。
『ビジネスとはいきざまの証明』

■米国ロサンゼルスにて企業の海外展開支援拠点運営と販路開拓代行業務



■ 会社概要

・会社名 ： 有限会社 GyoLightHouse
・設立 ： 1999年9月
・商号変更 ： 2004年11月
・代表 ： 代表取締役社長　笠原　曉
・資本金 ： 300万円
・取引銀行 ： 三井住友銀行　大阪東信用金庫　

　　　　　　尼崎信用金庫、シティバンク
・所在地（日本） ： 〒659-0066
　兵庫県芦屋市大桝町7-10
・TEL/FAX： 0797-75-1434 

・US Office(LA)
　　18226 Ventura Blvd., #202
　　Tarzana,CA91356
・Phone     :  818-757-7657
・TEL/FAX： 818-509-1484（代表）
・Mphone： 080-3037-8374
・E-mail ： kasahara@gyolighthouse.com
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はじめに
世界不況の中モノが売れません。
大手企業は、『グローバルスタンダード』の名の下に資材調達を海外へシフトし
ています。人口減少、地域産業の衰退、内需崩壊した今、これからの中小企業の
生き残り戦略が見えない状態です。
　弊社は新規販路開拓支援で最も必要なことは自社からの情報発信と外需獲得が
最重要事項と考えています。



『消費者志向』はもう古い！
マーケティングは『2.0』から『3.0』にバージョンアップしました。

モノを売り込むだけの『製品中心』が『1.0』。
顧客満足を目指す『消費志向』が『2.0』。

では、『3.0』とは何なのか。
ツイッター、ブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サイト、ウィキペディ
アなどソーシャルメディア上の評判が決定的な影響力を持つ時代に、マーケ

ティングは何を目指すべきか？



製品中心の
マーケティング

消費志向の
マーケティング

価値主導の
マーケティング

目的 製品を販売すること
消費者を満足させ、
つなぎとめること

世界をよりよい場所に
すること

可能にした力 産業革命 情報技術 ニューウェーブの技術

市場に対する
企業の見方

物質的ニーズを持つ
マス購買者

マインドとハートを持つ
より洗練された消費者

マインドとハートを精神
を持つ全人的存在

主なマーケティング
コンセプト

製品開発 差別化 価値

企業マーケティング
ガイドライン

製品説明
企業と製品の
ポジショニング

企業のミッション、
ビジョン、価値

価値提案 機能的価値 機能的・感情的価値
機能的・感情的・
精神的価値

消費者との交流 １対多数の取引 １対１の関係 多数対多数

マーケティング1.0 マーケティング2.0 マーケティング3.0

我が社はこれを実践しています。



元データは1つ

メディアプレーヤー
iTunesで情報発信

動画SNSサービス
YouTubeで情報発信

自社サイト&Blogで
情報発信

データは何時でも何処でも活用いただけます。

講演会・展示会などで

携帯端末などで

consumer 
あなたは情報を
どうやって得て
いますか？

たぶんこうです...

ネットで検索

情報を比較

内容を検討

情報を共有

商品を購買

満足？不満？

Consumer Generated Media CGM 

SNS

COMGAME

MEDIA
MOBILE

COMGAME

MEDIA
MOBILE

SNS
COM

MEDIA

COM
SNS

ネットの情報はマスメディアと違い不確実性が多く、個人の趣味
や嗜好の強い偏った情報が少なくありませんが、この便利な道具
を手放す事が出来ません。

GyoLightHouseは、この不確実性を補う為に、ありのままの事
実のみを動画配信しています。ネットでの口コミを最大限生か
し、その口コミが真実として伝えられることにより、続くリアル
ビジネスのリーチを無理なく縮めます。

人はネットで繋がる
ということを簡単に
しかも毎日繰り返し
ています。



他社との相違点

ホームページにリンクを張る。御社の会社案内をビデオ化

リンクを張り
おしまい

掲載場所を知らないと見に行けない。

問題は御社が知られていないと見てもらえない。
撮影したモノをYouTubeへ

1フォーマット映像のみ

Onlineのみの視聴
ダウンロード出来ない

中小企業の動画を集約した
Blogに掲載する

Onlineでも視聴可能

高画質ダウンロード可能

動画活用の営業ツールにダウンロード視聴

御社が認知されて無くても見てもらえる。

弊社製作動画は、『価値』
をいかに伝えるか？に主眼

を置いています。
左記図を可能にするには
同じ動画でも3つのフォー
マット作成が必要です。
また、ネット広告費用を
支払い続ける必要が無く、半
永久的にPR告知することが

可能なのです。



【保有機能】

【海外販路開拓の１ストップサービスの提供】

■中小ベンチャー企業の動画制作・配信
■販路開拓支援サービスの提供

■効果的なプロモーション支援、サービスの提供

■米国海外展開支援拠点より販路開拓代行事業

海外見本市出展サポート
■海外テストマーケティング

■イベント出展後の継続的フォローアップ

ミッションステートメント
内需崩壊の一途をたどる日本経済に外需獲得への『出口戦略』を目的とし徹底的に行い
中小企業経営者対して卓越したビルディング・ブロック（基本要素）の供給会社となるこ
とでクライアントには優れた価値を、そして卓越した業績をもたらすべく努める。

明確な
ビジョ
ンを有
する企
業で販
路開拓
に苦戦
してい
る企業
群

【動画配信事業】

公的機関及び、支援団体と
協業で『1分間販路開拓動画
配信事業』実施中

ブログ開設後、iTunesを利
用し、スマートフォン、

iPhone,iPadで閲覧可能なマ
ルチユース映像を配信

各種媒体へ広告出稿
独自での展示会出展

【現地での認知促進事業】

イメージです
＊米国常時展示場は2011年1月より本格稼働いたします。



全米展示会出展

現地メディアへの広告など

企業へのニーズ調査や販路開拓

SNS利用の企業動画配信事業

GYOLIGHTHOUSE社事業内容概略図

その他
各自治体、政府系団体との企業視察、インバウンド、
各商工会議所、商工会との協業、農商工連携出口調

査、伝統工芸品販路開拓、など

弊社がハブ的役割を果たす事で各種必要経
費を削減し、サービスの提供が可能

日本

海外展開支援拠点

Los Angeles Business Journal

Los Angeles Times

LAWEEKLY



通常の海外進出

Japanブランド補助金制度

各都道府県助成金制度活用

支社開設

知人を頼るケース

海外イベント出展

組合経由

上限100万円程度

予算300万程度

時間が複数年

平均3000万程度

現地でのその後のフォローアップ
が未整備の為に、せっかく海外進出
しても商売に結びつかない。
海外セールスの大事な部分は、

『現地企業への既存商品の提案力』

最大の問題点

Japanブランド補助金制度

各都道府県助成金制度活用

支社開設

知人を頼るケース

海外イベント出展

海外業務全てGLHが代行も可能
依頼メリット

手ぶらで渡米いただけます。
観光ビザで入国いただけます。

めんどくさい事は弊社に丸投げでOK

契約期間中のフォローが安易
未回収リスクが無い

海外展開拠点は必要です。



実績『650本の動画制作』
協業実績（下記のクライアント名＋動画で検索）

講演会

メディア

大阪府中小企業家同友会

関西ニュービジネス協議会

東大阪商工会議所青年経営研究会

近畿経済産業局販路開拓実証実験

大阪東信用金庫

財団法人石川県産業創出支援機構
中国経済産業局/中国NBC

株式会社ロダン２１

大阪東信用金庫

経済産業省近畿経済産業局
経済産業省中国経済産業局
経済産業省四国経済産業局

石川県産業創出支援機構

石川県輪島商工会議所

大阪市産業創造館
大阪市ロボットラボラトリー

大阪府商工会連合会
大阪府忠岡町商工会

島根県雲南市商工会
島根県JA雲南

石川県かほく市商工会

神奈川県中小企業団体中央会

滋賀県産業支援プラザ２１
滋賀県工業技術総合センター

静岡県藤枝法人会

兵庫県尼崎商工会議所
兵庫県産業労働部産業振興局

公益財団法人ひょうご産業活性化センター

などその他多数

NHK『おはよう日本』『経済ビジョンe』『ゆうどきネットワーク』テレビ大阪『フラッシュニュース』など

入江会計事務所『おしごと動画』

中小企業整備基盤機構
【海外販路支援パートナーに】

経済産業省九州経済産業局



GYOLIGHTHOUSE海外事務所所在地


