
ARE YOU

GPOD?

PRESENTED BY  GDI COMMUNICATIONS

コミュニケーション能⼒と専⾨的なスキルを兼ね備えた⼈材が、貴社のビジネスを

グローバルな成功へと導きます。GPODサービスをぜひご利⽤ください！
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1. 
A BRIEF HISTORY OF GDI 

COMMUNICATIONS AND GPODS 

 

GDIコミュニケーションズとGPODサービスの歴史 

“Global People On Demand”を略したGPOD (ジーポッド) とは、名古屋に 

本社を置き、⽇本企業のグローバル化を⽀援してきたGDIコミュニケーションズ 

（GDI）によって造られた⾔葉です。 

2005年に、GDIは海外と⽇本企業の架け橋になるために創業しました。当時、 

⽇本ではグローバル化という考えが定着され始めたばかりでした。当社は、⽇本の 

将来の経済発展にはグローバル化と国境を越えての事業拡⼤が必要だと感じて  

いました。当時、既に多国籍⼤企業が存在していましたが、ほとんどが⽇本国内  

のみで事業を⾏っている中⼩企業でした。
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では、当社はそのような企業の海外市場への参⼊をどのように⽀援できるのでしょう

か？当社が提供できるサービスはどのような内容なのでしょうか？創業から数年間 

の間、当社は様々な企業に向け、コミュニケーションや語学、ビジネススキルの研修

など、国内における海外企業とのビジネスや海外赴任予定者の⽀援を中⼼に  

⾏ってきました。しかしながら、当社はより広い規模でお客様を⽀援する必要性と

ニーズがあると信じていました。 

“WHAT SERVICE COULD GDI PROVIDE AND WHAT 

WOULD THAT SERVICE LOOK LIKE?” 

創業初期から当社は海外事業開発コンサルティングサービスも提供していましたが、

実際に⽀援を⾏っている中で、お客様が必要としているのはコンサルティングサービス

以上のものであることにすぐ気が付きました。お客様に必要だったのは、組織の  

様々なグローバル戦略を提案し、「実践的な」⽀援ができるグローバルな⼈材     

でした。そしてある⽇、私たちは気付いたのです。週に数時間のコンサルティング  

サービスや研修を提供することよりも、求められているのは、海外進出や             

マーケティング、営業などを⾏う様々な部署の実際の現場で、チームの⼀員となる 

グローバル経験豊富な⼈材であることを。

こうして、GPOD、つまり企業に必要とされるスキルを持った（ON DEMAND）   

グローバル⼈材（GLOBAL PEOPLE）というコンセプトが誕⽣しました。それ以

来、我々は⾃社の事業拡⼤・開発・提携を⾏いながら、⽇本を拠点とする企業の

グローバルな⽬標達成を⽀援するために、GPODサービスを通じて実績・専⾨性・

知識を習得してきました。このような変⾰が、GDIコミュニケーションズを今⽇成功に

導いた理由です。 
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2. 
A GLOBAL MINDSET IS THE “NEW NORM” 

 

グローバルな思考は、ニューノーマルです。 

GPODは多様な背景、スキル、ビジネス経験を持つグローバル⼈材で、海外からの

ゲスト・潜在顧客の対応や、海外とのビジネスなど、様々な場⾯で活躍します。   

当社のGPODは、ビジネスにおける成功の鍵である相⼿との関係構築・維持・強化

を⾏うプロフェッショナルなのです。 

当社に所属する国際経験豊富な営業および採⽤担当チームは、⽇本⼈と外国⼈

が在籍しており、お客様のニーズと課題に丁寧に⽿を傾け、ご希望に沿ったGPOD

とマッチングさせます。お客様とGPOD双⽅のニーズを理解することにより、お互いの

希望と要求を満たす最適なマッチングが可能となります。その結果、⻑期的で価値

ある関係を実現できるのです。

GPODが決まり、顧客先へ配属された後は、当社の担当が定期的に訪問や連絡

を⾏い、状況や問題点を常に把握します。国内外問わず、GPODとお客様との   

やり取りを継続的かつ徹底的にサポートします。この継続的なサポートが、GDIが 

他の⼈材派遣会社と異なる特徴の⼀つです。 

“BY UNDERSTANDING THE NEEDS OF BOTH CLIENTS 

AND GPOD CANDIDATES WE CAN MAKE THE BEST 

MATCH TO MEET EACH OTHERS’ WISHES AND DESIRES” 

GPODのコンセプトは⽇本の企業を対象としていますが、どんな組織もGPODを   

活⽤することでメリットが得られると⼼から信じています。GPODから得られるもの
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は、必要な⼈材だけではありません。経験豊富で多国籍な社員が在籍するGDIの

企業⽂化が多様性ももたらします。この多様性こそが、⽇本が国内外の市場で成

⻑し、成功を遂げる鍵になると信じています。

では、GPODサービスは貴社の事業やあなたの業務にどのようにお役に⽴てる      

でしょうか？

当社は、貴社にとって最適なサービスをカスタマイズします。現在のグローバル度合い

はいかがですか？どのような事業内容ですか？事業展開は地域密着型でしょう

か？海外進出のご希望はありますか？このように多くの質問を投げかけ、現状と  

⽬標を明確にすることで、貴社に必要なことを⼀緒に⾒出します。

もし貴社が国内のみで事業展開している場合でも、よりグローバルな環境や雰囲気

を醸成することで、事業の成⻑と差別化が図れます。グローバルとは、海外と関わり

を持つこと、外国語を話すこと、異⽂化の中で働くことを意味するだけでは          

ありません。グローバルには、はるかに広い意味があり、どこに住んでいようと、何を   

して⽣活していようと、どんな⼈にも適⽤できる⾔葉なのです。
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GDIが提案するグローバルとは、グローバルな思考を持つことです。

さらに詳しく説明すると、グローバルな思考とは、「オープンマインド（⾃分をさらけ  

出し他を受け⼊れる⼼）」です。たとえ、海外旅⾏、外国⼈との出会い、外国語を

話す機会がない⼈にとっても、この⼼を持つことが重要です。オープンマインドを     

追求し、グローバルな思考を養うことは、⼈としての成⻑と充実した⼈⽣へと        

つながります。この思考をビジネスに取り⼊れることで、新しい発想ややり⽅を受け 

⼊れる⼒を習得し、それが貴社の⾰新や将来の成功へとつながります。

GPODは、このオープンマインドを基盤としたサービスを通して貴社の事業発展を  

⽀援します。貴社のニーズに合った最適な⽅法をどのようにカスタマイズし、⽀援   

できるかということが重要です。ITエンジニアの採⽤から語学研修、海外事業      

サポートまで、当社のGPODは、貴社がグローバル市場のブルーオーシャン      

（未開拓の市場）で波を起こすために必要な経験、専⾨知識、⼈材を          

ご提供します。 

 

 



8

3. 
GLOBAL PEOPLE FOR AN ARRAY OF NEEDS

 

様々なニーズに対応するグローバル⼈材 

GLOBAL IT GPOD 

デジタルエコノミーとデジタルトランスフォーメーション（DX）の必要性の拡⼤に伴

い、技術⼒とグローバルなスキルを併せ持つ開発者の必要性と需要も増加して   

います。当社は、ITプロジェクトのニーズに応じて、グローバルな実務経験を持ち、     

国内外で必要な技術とコミュニケーション能⼒、グローバルな思考を備えた熟練の

外国⼈・⽇本⼈エンジニアを派遣します。
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グローバルIT GPODのサポート例 

๏ブリッジSE　- ⽇本企業と海外の開発者を繋ぐ橋渡し役 

๏グローバルプロジェクトマネジャー -  海外プロジェクトの責任者 

๏グローバルヘルプデスク - システムサポートおよびユーザーサポート 

๏システム開発 - バイリンガルシステムの開発およびサポート 

๏グローバルITスペシャリスト - システムの設計・構築・運⽤・管理 

๏Web開発 - Webシステム、Webソフトウェアの開発 

当社のグローバルIT GPOD⼈材

๏50⼈以上の経験豊富なエンジニア

๏多国籍（20ヵ国以上）

๏男性70％/⼥性30％

๏80％がバイリンガル（英語、⽇本語その他）

๏資格保有者多数 

詳しくは　CLICK HERE 

https://www.gdicommunications.com/global-it-technical-gpod/
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GLOBAL TRAINING GPOD 

当社は、それぞれの企業が求める世界規模のつながりや効果的なコミュニケーション

を確実に把握し、サポートします。企業が持つ製品や、サービス、⽂化により、      

それぞれの⽬的やニーズは様々です。そのため、顧客ごとに100項⽬ヒアリングを  

⾏い、企業ごとのコーポレートイニシアティブや⽬的、期待に沿うベストな研修や    

コミュニケーションのサポートをカスタマイズします。

語学、コミュニケーション、ビジネススキル、グローバルマインドセット、異⽂化理解など

ニーズに合わせてGPODが研修を⾏います。当社は、お客様がコミュニケーション⼒

を⾼め、取引先とより深いビジネス関係を築き、グローバルビジネスの理解をより   

深めることを⽀援するプロフェッショナルです。 
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グローバルトレーニングGPODのサポート例

๏７か国語以上に対応する語学研修

๏⽇常会話、ビジネス、資格対策など⽬的に応じた研修

๏電話応対、会議ファシリテーション、プレゼンなど実績的なビジネススキル研修

๏全コースオンライン対応可能

๏翻訳・通訳（オンラインも可能）

๏海外からのゲスト対応や海外出張のサポート 

当社のグローバルトレーニングGPOD⼈材

๏30⼈以上の経験豊富な講師

๏多国籍（15ヵ国以上）

๏男性60％/⼥性40％

๏全員がバイリンガル（英語、⽇本語その他）

๏全員が5年以上の講師経験を保有

๏オンラインレッスンのエキスパート 

詳しくは　CLICK HERE 

 

https://www.gdicommunications.com/global-training-gpod/
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GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT GPOD  

グローバル事業サポートGPODは、どんな規模の⽇本企業にも、海外進出や海外

とのビジネスに必要なノウハウとサポートを提供します。現地または重点地域で必要

な⼈材を採⽤する場合や、海外企業と業務提携を⾏う場合、海外顧客との     

コミュニケーションマネジメントを⾏う場合など、GPODは全ての状況とニーズに     

お応えします。

海外進出や海外とのビジネスには、明確な戦略、資⾦、株主からの⽀持、そして 

適切な⼈材が必要です。これらは全て容易なことではありませんが、グローバル事業

GPODを利⽤することで、はるかに効率的でスムーズになります。グローバル事業

GPODは、貴社と海外のパイプ役を果たします。 
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グローバル⼈材サポートGPODのサポート例 

๏海外進出におけるターゲット市場の調査、開拓、深耕 

๏デジタルマーケティング、販売計画のサポート 

๏国際展⽰会開催・参加に向けた準備、⽀援 

๏販路開拓・拡⼤のサポート 

๏海外現地の⼈材採⽤、研修のサポート 

๏海外出張の準備、サポート 

当社のグローバル事業サポートGPOD⼈材

๏15ヵ国以上の地域での⽀援実績 

๏20回以上の国際展⽰会での⽀援実績 

๏多国籍（北⽶、ヨーロッパ、アシア出⾝者 

๏全員がバイリンガル 

๏75％が3カ国語でサポート可能 

๏全顧客が海外進出達成 

詳しくは　CLICK HERE 

 

 

http://www.gdicommunications.com/global-business-development-gpod/
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4. 
THREE BENEFITS OF OUR GPOD SERVICE 

 

GPODサービスの3つのメリット 

即戦⼒となる豊富なグローバル⼈材 

国内市場においても適切な⼈材を採⽤することは時に困難であり、まして海外   

市場で採⽤する場合、プロセスが⼤変複雑になり、意図しない⼈材を採⽤して   

しまう可能性も⾼くなります。ご相談いただいたその瞬間から、貴社のニーズに     

最適な⼈物像を考え、候補者を探し、マッチングすることで、即戦⼒となる         

グローバル⼈材の採⽤を実現します。 

グローバルな環境の提供 

GPODを導⼊することで、社内にグローバルな環境を作り出します。社員が仕事や

プライベートで⽇常的にGPODと対話することで、新しいアイデア、考え、⽂化に  

触れる機会を提供します。GPODの採⽤は、単に⼈材を補充するだけでなく、   

社内に多様性やグローバルな思考をもたらし、貴社の従業員の成⻑・発展に     

つながります。 
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採⽤業務の効率化 

当社に採⽤活動と受け⼊れ時の⼈材管理業務を外注することで、外国⼈従業員

を雇うために必要な⼈事部⾨の設⽴や採⽤フロー構築にかかる費⽤と時間、     

そして労⼒を削減できます。また、初期研修やフォローアップ研修などの社員教育 

を⾏い、GPODが初⽇から貴社で活躍できるよう、準備します。配属後も継続的

にフォローし、貴社の⼈事部に代わり、当社が海外⼈事機能の全てを担います。 

このように、当社のGPODサービスには様々なメリットがあります。我々が⾃信     

を持ってここまで断⾔できるのは、創業当初から真のグローバル企業を⽬指してきた

当 社 の 実体験が あ る か ら で す 。 当 社 に は ⽇ 本 ⼈ と 外 国 ⼈ が半数ずつ              

在籍しており、⽇本⼈側と外国⼈側双⽅の問題や課題を認識しているからこそ、

貴社に本当に必要な解決策を提案することができます。さらに詳しい話を聞きたい

⽅は、こちらのリンクから当社営業担当者とのご相談の場を設定ください。 

詳しくは　CLICK HERE 

https://www.gdicommunications.com/gpod-general-landing/
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株式会社 GDIコミュニケーションズ 
〒460-0003 名古屋市中区錦1丁⽬11-20 

⼤永ビル７F 

TEL: 052-212-8207 | FAX: 052-212-8208 
www.gdicommunications.com

“Diversification and Globalization  

are the Keys to the Future.” 
Fujio Mitani 


