
イノベーション⽀援事業のご案内
海外事業/新規事業開発/イノベーション⼈材・組織開発

株式会社メルサ・インターナショナル・ジャパン
〜世界で戦う⼈と企業の創出〜



当社について
当社は、⽶国におけるグローバル⼈材教育コンテンツのプロバイダとして、2010年に⽶国ロサンゼ
ルスにて設⽴、以降、⽇本の企業・教育機関を対象としたグローバル教育プログラムの開発・運⽤に
従事、⽂科省グローバル⼈材育成推進事業指定⼤学、スーパー・グローバル・ハイスクール向けの国
際教育プログラムのサプライヤとして採⽤されるなど、斬新かつ本質的な教育プログラムに対する評
価をいただき、世界で活躍する⼈材と組織の⽀援に注⼒しております。

法⼈向け事業の分野では、シリコンバレーを拠点とした法⼈向けのイノベーション⼈材教育/組織改
⾰を⾏うための実践型トレーニングプログラムに好評をいただいており、これまで、⽇本国内、⽶国
⻄海岸、東南アジア各都市における事業開発の⼈材育成/プロジェクト⽀援に従事してまいりました。

少⼦⾼齢化、経済競争⼒の低下など、数々の課題に直⾯していくなかで、私たちは、「世界で戦う⼈
と企業の創出」をコンセプトに、不確実な未来に対し不安を抱えながらも希望を持って挑戦する事業
者様に寄り添い、新規事業/海外事業の成功に導く⼒強いパートナーとして貢献できるよう、なお⼀
層努⼒してまいります。

株式会社メルサ・インターナショナル・ジャパン

代表取締役　鈴木郁斗 



サービス内容
イノベーション⼈材開発から、海外での事業開発/CVC投資仲介まで、

次世代を担う海外事業/新規事業を徹底サポートいたします。

国内

海外

■新規事業プロジェクト・アクセラレーション
 (新規事業開発プロジェクト⽀援)	

■サービスデザイン/イノベーション研修
■⼈材・組織開発コンサルティング

■シリコンバレー事業開発⽀援
■アジア/ASEAN事業開発⽀援

海外

国内

海外

当社では、⽇本企業の次世代の事業を担う新規事業担当者のトレーニング、新規事業を推進する組織改
⾰の⽀援、海外における事業進出のプロジェクト⽀援を⾏っております。お客様の現状を把握したうえ
で、最も効果的な新規事業へのアプローチをご提案し、各分野に精通したコンサルタント/講師/アクセ
ラレータが伴⾛者となり、お客様の新たな挑戦をハンズオンで⽀援する体制を確⽴しております。



あ	
■シリコンバレー事業開発⽀援
■アジア/ASEAN事業開発⽀援

■サービスデザイン/イノベーション研修
■⼈材・組織開発コンサルティング

国内

海外

「次世代を担う
新しい事業を作る⼈材/組織

開発に取り組みたい」

「実際に新規事業の
プロジェクトを
始動したい」

「海外での事業開発、
M&A/CVC投資を
推進したい。」

イノベーション⼈材の育成(研修)、イノベーション創出を促進するための組織開発(コンサルティング/プロジェクトファ
シリテーション)をサポートします。ザイン思考/リーンスタートアップの理論をベースとした国内・国外(⽶国・アジア)
での、実践型イノベーション研修が好評です。

研修/組織改⾰だけではなく、実際に新規事業開発のプロジェクトを⽴ち上げ、社員のイノベーションスキルを⾼めなが
ら新規事業開発を実践プロセスを、⽴ち上げから運⽤まで、教育や環境構築を含め、弊社アクセラレータ/ファシリテー
タが徹底してサポートいたします。対象都市は国内のみならず、北⽶⻄海岸、東南アジア各都市で対応可能です。

■新規事業プロジェクト・アクセラレーション
 (新規事業プロジェクト⽀援)	

国内

海外

シリコンバレーを中⼼とした海外における⽇本企業との協業に興味のある現地スタートアップ企業の紹介、CVC投資仲介、
スタートアップ企業との事業連携(オープンイノベーション)の斡旋を積極的に⾏っております。「海外に進出したいがど
こから⼿を付けたら良いかわからない」「実際に進出したが、うまく運⽤できていない」という課題を持つ事業者様に対
し、海外における事業推進を加速させるための戦略⽴案、社員教育からプロジェクトの⽀援まで、各都市に精通したコン
サルタント/専⾨家が徹底したサポートを提供いたします。

海外

イノベーション⼈材開発から、海外での事業開発/CVC投資仲介まで、
次世代を担う海外事業/新規事業を徹底サポートいたします。



■サービスデザイン/イノベーション研修
■⼈材・組織開発コンサルティング

国内

海外

次世代を担う
新しい事業を作る⼈材/組織

開発に取り組みたい

イノベーション⼈材の育成(研修)、イノベーション創出を促進するための組織開発(コンサルティング/プロジェクトファシ
リテーション)をサポートします。ザイン思考/リーンスタートアップの理論をベースとした国内・国外(⽶国・アジア)での、
実践型イノベーション研修が好評です。

■サービスデザイン研修(事務⽤品/オフィス家具メーカー様)

■⽶国 サービスデザイン/デザイン思考研修(⼤学⽣向け)

事例

国内

⽶⻄海岸/シリコンバレー

空間デザインを担当する建築デザイナーを対象に、デザイン思考をベースとした
サービスデザイン教育を提供しています。デザイナー/クリエイターとしての専⾨的スキルで上
質なアウトプットに注⼒するだけではなく、「誰のどんな課題を解決するのか？」という基本
に⽴ち返り、顧客が抱える課題を起点としたサービスデザイン/商品開発を⾏うプロセスを習得
する、プロジェクト型の実践型ワークショップを⾏いました。
⼀連の研修により、デザイナー/クリエイターが専⾨領域の技術だけではなく、ビジネス視点、
顧客視点を備え、顧客に⽀持され続けるサービスデザイン/商品開発を⾏う考え⽅と取り組み⽅
を体得し、実務に積極的に取り⼊れています。

⾸都圏６⼤学から集まった⼤学⽣を対象に、デザイン思考を学ぶ実践型海外研修を実施してい
ます。過去には、ロサンゼルス⾏政機関が運営するNPOから「ロサンゼルスダウンタウンの⾃
転⾞の盗難問題を解決する」というテーマを預かり、フィールドリサーチ、アイデア創出、プ
ロトタイプと検証のフェーズを経て、課題を解決するためのサービス/商品アイデアを創出し、
現地のコミュニティで発表会を⾏うイベントを開催しました。
参加学⽣は、異国の地で異⽂化の⼈たちが抱える真の課題を発掘し、現地の⼈たちに受け⼊れ
られるアイデアを創出する難しさに悩みながらも、その意義を理解し、グローバルイノベー
ターの素養を持ち、社会に出て活躍しています。



実際に新規事業の
プロジェクトを

始動したい

研修/組織改⾰だけではなく、実際に新規事業開発のプロジェクトを⽴ち上げ、社員のイノベーションスキルを⾼めながら
新規事業開発を実践プロセスを、⽴ち上げから運⽤まで、教育や環境構築を含め、弊社アクセラレータ/ファシリテータが
徹底してサポートいたします。対象都市は国内のみならず、北⽶⻄海岸、東南アジア各都市で対応可能です。

■新規事業プロジェクト・アクセラレーション
 (新規事業プロジェクト⽀援)	

国内

海外

■シリコンバレー 新規事業開発プロジェクト(電⼒会社様)

■ASEAN 新規事業開発プロジェクト (家電機器メーカー様)

事例

マレーシア

⽶国シリコンバレーで新規事業開発を推進する地⽅電⼒会社に対し、シリコンバレーのネットワー
ク、事業開発ノウハウを提供し、新規事業開発プロジェクト・アクセラレータとして同社の新規事
業開発をサポートしました。

⼀連の活動を通して、現地有識者のフィードバックを得ながら同社の現状の能⼒とシリコンバレー
における事業開発の妥当性を改めて検証することができ、結果として、現地での新規事業に対する
無駄な投資を抑え、無理のない範囲で新規事業プロジェクトを推進する組織の⽅向性を確⽴するこ
とができました。また、この活動を通して同社はシリコンバレーで築いたネットワークを活かし、
シリコンバレーでの活動を継続しています。

シリコンバレー

マレーシア・クアラルンプールを拠点に、コンスーマ向け家電機器メーカーがASEAN/中東市場に向
けて推進する新規事業プロジェクトのアクセラレーション/ファシリテーションを担当しました。
このプロジェクトでは、現地マレーシア⼈スタッフとの混合チームを形成し、フィールドリサーチ、
アイデア創出、プロトタイプ作成⇔検証のプロセスを繰り返し、「イスラム教徒の美容問題の解
決」をテーマに、３週間のサービスデザインプロジェクトを実施しました。

セールス、品質管理、法務、製造など部⾨横断型で形成されたプロジェクトチームメンバーの殆ど
が、イノベーションに関する知識を持たず、全員が新規事業開発初⼼者でしたが、プロジェクトを
通して「デザイン思考」「顧客視点のサービスデザイン」の考え⽅・取り組み⽅を深く理解し、イ
ノベーターとしての素養を⾝に着け、新規事業開発に取り組んでいます。



■シリコンバレー企業との協業機会探索 (ソフトウェアベンダー様)

事例 あ	
■シリコンバレー事業開発⽀援
■アジア/ASEAN事業開発⽀援

「海外での事業開発、
M&A/CVC投資を
推進したい。」

海外

シリコンバレーを中⼼とした海外における⽇本企業との協業に興味のある現地スタートアップ企業の紹介、CVC投資仲介、
スタートアップ企業との事業連携(オープンイノベーション)の斡旋を積極的に⾏っております。「海外に進出したいがどこ
から⼿を付けたら良いかわからない」「実際に進出したが、うまく運⽤できていない」という課題を持つ事業者様に対し、
海外における事業推進を加速させるための戦略⽴案、社員教育からプロジェクトの⽀援まで、各都市に精通したコンサルタ
ント/専⾨家が徹底したサポートを提供いたします。

シリコンバレー

AI(⼈⼯知能)をはじめとした世界最先端技術を取り⼊れた新規事業展開を⽬指す、ク
ラウドERPサービスを展開するシステム開発企業様への、シリコンバレーにおける事
業連携/オープンイノベーションの機会探索活動をサポートしました。

同社の新規事業に関わるメンバーに対する教育を同時に⾏い、シリコンバレーの流儀、
現地スタートアップ企業との付き合い⽅、CVC投資のノウハウなど幅広く知⾒を得て
いただき、後半は実際にオープンイノベーションを⾏う事業連携候補先企業との商談
を実施。良好な取引の仮合意形成が実現し、今後継続的に連携していく⽅針を確⽴し
ました。

シリコンバレーにおける万全の⽀援体制を是⾮ご活⽤ください。
⼈ 場所 ネット

ワーク

投資家、コンサルタント、現役経営者、
⼤学教授、アクセラレータなど、シリコ
ンバレーに精通した専⾨家が必要な場⾯
に応じて対応します。

安価で利⽤いただける専属オフィス他、有
⼒な投資家や起業家が集まるインキュベー
ションセンターやコワーキングオフィスな
ど、有益な化学反応が期待できるワークプ
レイスを提供します。

シリコンバレーをはじめとした海外の企業、
投資家、⼤学など、事業開発を健全に推進
するために必要な豊富なネットワークを提
供します。



新規事業開発メソッド
■デザイン思考
ドイツのソフトウェア企業SAPのHasso Platner元会⻑とデザインコンサルタントのIDEO創設者
David Keley⽒によって開発され、SAPのイノベーション活動で多⼤な功績を残した、「⼈間中⼼設
計」をベースとし他イノベーションフレームワークです。デザイン思考は⼈々のニーズやテクノロ
ジーの可能性、ビジネス的成功の要件を統合するデザイナーのツールキットを引き出すものであり、
イノベーションを起こすための⼈間中⼼の⾰新的なアプローチであり、共感/インサイトといった、こ
れまでの事業開発ではあまり重視されていなかった右脳的な要素が取り⼊れられていることが⼀つの
特徴です。

弊社が推奨、取り扱う事業開発メソッド/フレームワークをいくつかご紹介します。

■ジョブ理論
ハーバードビジネススクールのクレイトン・M・クリステンセン教授によって提唱され、イノベーションの本質として昨今注
⽬されている、顧客の⽚付けるべき⽤事「ジョブ」を、機能的側⾯だけではなく、感情的、社会的側⾯から多⾯的に理解し、
顧客が⽤事を解決するために「雇われる」製品・サービスを開発する⼿法論/思考法です。これまで多くの企業が陥ってきた
事業開発に対する致命的な失敗原因を明らかにし、これを解決する理論として⽶国を中⼼に多くの企業で注⽬されています。

■リーン・スタートアップ
シリコンバレーではいまや「常識」となり、GEやIBMでも活⽤されている、作り⼿の思い込みで間
違った⽅向に努⼒する「ムダ」を省き新規事業開発に活かす、イノベーションを創発⼿法です。デザ
イン思考と基本的な考え⽅は同じですが、リーンスタートアップでは、特にMVP(Minimum Value 
Product=検証に必要な最⼩限の価値をもつ製品)を素早く市場に出し、顧客の反応を⾒ながら繰り返
しプロトタイプを改良していくことで得られる「検証による学び」を提唱していることに特徴があり
ます。

■デザインスプリント
Google Venturesがスタートアップ⽀援のために開発した事業開発フレームワークです。デザインスプリントは、多部署横断
チームにより、アイデア創出からプロトタイプ⇔検証を５⽇間で集中して⾏うもので、デザイン思考が思考法/ツールキット
であるのに対し、デザインスプリントではこれを実際のプロジェクトで具現化させ、価値のある製品・サービスを開発します。
Slackやブルーボトルコーヒーの事業開発で⼤きな成果を上げたことでも注⽬されています。



運営者/サポーター紹介
Pacific Sky Partners代表・Managing Director
- Innovation Advisory Council of Japan - U.S. Innovation Awards
- Executive In Residence - Plug and Play Tech Center
- Adviser - Women's Startup Lab

1994年慶應義塾⼤学環境情報学部卒。
ソフトウェアエンジニアとしてソニー⼊社後、1998年にパソコンVAIOのプロダクトマネー
ジャーとしてシリコンバレーに赴任。⽶国PlayStation Network、光ドライブ事業、UX開発
におけるスタートアップとの協業などを経て、2013年に⽶国ソニーを退社。
⽇系ベンチャーキャピタルのシリコンバレーオフィス代表としてKDDI、三井不動産などの
CVCファンドからのアメリカのスタートアップへの投資を担当。シードからレイトステージ
まで幅広く14社への投資をリードし、18社のポートフォリオをマネージ。2017年独⽴し
Pacific Sky Partnersを創業。

・株式会社メルサ・インターナショナル・ジャパン代表取締役
・株式会社Bridge プロジェクトアクセラレータ
・UXアカデミー Founder/Director
・国⽴⼤学⾮常勤講師(起業家教育)

航空宇宙業界のメカニカルエンジニアを経て2009年に⽶国ロサンゼルスに教育事業で起業、
MELSA INTERNATIONAL LLCを設⽴、⽶国における⽇本の⼤学/企業を対象としたビジネ
ストレーニングプログラムが⼈気を博し、以降⽇⽶アジアでトレーニングプログラムの提供
を続ける。
現在は、起業家として国内外で20以上の新規事業⽴上に参画した⾃⾝の経験と、イノベー
ション/デザインに関する学術的知識を融合し、イノベーション⼈材/チーム開発、デザイン
思考/リーンスタートアップをベースとした⽇本企業の海外事業/新規事業開発の⽀援に注⼒。
⾼校・⼤学⽣のアントレプレナーシップ教育、キャリアデデザインにも⼒を⼊れる。

村瀬 功 
(Zak Murase) 

アドバイザー/コンサルタント

鈴⽊ 郁⽃
（Ikuto Suzuki）

新規事業デザイナー/
プロジェクトアクセラレーター



当社のこだわり
１．机上論ではない実践型プログラム
昨今、世の中に多くのイノベーション⼿法が蔓延していますが、本質的なスキルは実践
経験以外で⾝につけることはできません。理論の学習はあくまでガイドラインとして扱
い、様々な場⾯における価値のある実体験を提供することにこだわります。

２．“⼈”の根本的なモチベーションを最重視
必ずしも全ての⼈が、⾼い志と動機を持って新規事業に取り組めているとは限らず、
「意図せず新規事業担当者に抜擢された」という⽅が多いのは事実です。しかしながら、
新しいことに挑戦する意義、失敗を恐れずに挑戦するマインドを形成することで、きっ
かけが受動的であっても、⾃らの内発的モチベーションを燃やし、主体的に⾏動できる
ようになります。私達は何より「新規事業開発の楽しさ」をポジティブに伝え、担当者/
チームのモチベーションアップに注⼒します。

３．「助⾔者」ではなく「伴⾛者」である
不確実な挑戦において、正解はどこにもなく、お客様に正解を教えることができません。
成功に導くためには、理論を正しく学び、失敗を恐れずに⾏動を繰り返すことが不可⽋
です。
私たちは、お客様の悩みや痛みを共有し、お客様の伴⾛者として、当事者として、共に
挑戦し、共に成功の喜びを分かち合える関係性構築を⽬指しています。



まずはお気軽にご相談ください。
イノベーション/新規事業開発活動に関して、「こん
なレベルで相談しても良いのか？」と思われることで
も遠慮なく、まずはお気軽にご相談ください。

当社コンサルタントが⼈材育成/組織改⾰に関する御
社の現状、課題をヒアリングし、今後取り組むべき適
切な活動内容をご提案します。
※当社では、当社のサービスがお客様に本質的な価値をもたら
すものではないと判断される場合には、お取引を辞退させてい
ただくこともございます。予めご了承ください。

-お問い合わせ先-

□株式会社 メルサ・インターナショナル・ジャパン
□□〒101-0047 
□□東京都千代⽥区内神⽥1-8-9 福⽥ビル２階
□□□TEL: 03-5843-6401  
□□□Email: info@melsaintl.com
□□□HP：http://melsaintl.com

□⽶国⽀社(MELSA INTERNATIONAL LLC)
□□404 S.Figueroa St #506B Los Angeles, CA 90071 U.S.A.
□□□TEL:1-213-761-5935


