The BizValue Transformation Partner

新たな事業価値を創出する変革を。

変革の先にある価値を、
その手に。
変革の向こうには、どのような未 来が 広がっているのでしょうか。
そして、そこでどのような価 値を創出していくのでしょうか。
変革。それ自体は手段であり、目的ではありません。
将来のあるべき姿を共に構 想し、
デジタルテクノロジーを駆使して変革を起こし、
新たな事業 価 値を創出していく。
それが、私たちグランマニブ スが 提 供する「Biz Value Tr ansformation
（BV X）
」です。
グランマニブ スとは、“Gr an＝大きな” “Manibus＝手” を意味します。
クライアントと手を取り合い、世の中が 抱える課 題に手を差し伸べ、
ビジネ スを動かす次の一手を、一つひとつハンズオンで形にしていきます。

変革の先にある価 値を、その手に。
さあ、私たちと一緒にはじめましょう。

代表取 締役社長
ミゲ ルアンヘ ル エステベ ス ア ベ

新たな事業価値の創出

事業価値の最大化

The BizValue Transformation Partner

新たな事業価値の創出
事業価値の最大化

今という時代を見つめ、資源から消費までのプロセスを俯瞰で捉える。
そして既 存の枠組みを超えて、新たな価 値の連 鎖 へとつながる変革を実行する。
グランマニブ スは、BV Xのプロフェッショナルとして、
またクライアントの想いに寄り添うパートナーとして、
「新たな事業 価 値の創出」と
「事業 価 値の最大化」を支援します。

BV X
BizValue Transformation

Consulting
Service

Business
Design Service

Alliance Partner

Our Solution
「コンサ ルティングサービス」と
「ビジネ スデ ザインサービス」。
グランマニブ スは、二つのアプローチで BV Xの実現を支援します。
その根 底にあるのは、自ら事業を展開するものとしての圧倒的な当事者意
識、そして、豊富な経験に裏打ちされたコンサ ルティング スキ ルです。

Consulting Service
幅広い業 種・業 界における豊富なコンサ ルティング経験を重ねてきたプロ

業 務系コンサ ルティング

フェッショナル が、クライアントが 抱える課 題やニーズに対して最適 解を

●事業計画策定支援

ご 提 供します。さらに、まだ顕 在化していない潜 在的な課 題までも掘り起

●BPR・SCM・CRM・プロセスマイニング etc.

こし、本 質的な解決へと導きます。業 務 領 域では、事業戦略の策定からそ
の実行支援まで。IT 領 域では、AIなどの先進テクノロジーを踏まえた IT
戦略 策定から、プロジェクトマ ネジメントまで。戦略立案から実行・実現ま
でをワンストップで担うことで、事業 価 値の向上と持続的な成長を効率的
に実現します。

●業 務改革企画・実行支援

IT系コンサ ルティング
●IT 戦略 策定支援

●業 務 領 域 毎の IT 企画策定支援
（SCM/CRM/ERP等）

●システム化計画策定支援
●ITプロジェクト管理

etc.

●システム導入支援

Business Design Service
グランマニブ スが 提 供するビジネ スデ ザインとは、Digital

新 規事業の創出

Tr ansformation
（ DX）を核とした新 規事業 創出であり、それによる企 業

●モビリティ

変革の推進です。その対応 領 域は、モビリティやヘ ル ス ケア、農業、金融

●デジタル ヘ ル ス ケア

など多岐に渡ります。確かなコンサ ルティング スキ ルをバックグラウンド

●デジタルリテール・CX

にもつ「Business Analyst」
「Business Creator」
「Technology

●ア グリテック

Designer」という各分野のプロフェッショナル がチームとなり、事業モデ

●金融プラットフォーム

ルの構 築から、市場分 析、マ ネタイズ、協業スキーム構 築などを提 供。事
業を俯瞰的な視 点で捉えて戦略を描き、事業 価 値が 持続的に高まるよう
エコシステム
（生態系）をデ ザイン、その実行・実現までをトータルで支援
します。

etc.

Our Team
一人ひとりがプロフェッショナルとしての役割を自覚し、
互いの能力や経験、意志を尊重し合う。
グランマニブ スでは、確かな実力を備えた個が 集まり、
自在に融 合しながら、BV Xの実現を支援しています。

Business Design Service

Business Design Service

BC : Business Creator

BA : Business Analyst

ビジネスモデル構築、

事業計画の分析、

マネタイズ推進など

市場分析など

Consulting Service

Business
Consultant

Consulting
S er v i ce

Business
D e s i g n Se r v i c e

事業計画策定、
業務改革企画の実行など

Consulting Service

IT Consultant
IT 戦略策定、システム導入、
プロジェクト管理など

Business Design Service

TD : Technology Designer
テクノロジーの見極め、
事業構想の具現化など

Scene

Scene 01 : Consulting Ser vice

Scene 02 : Business Design Ser vice

電話中心から、
EC＆リアル店舗へ。
通販事業のOMO化を推進し、顧客体験の向上
を実現。

多様な企業と共に、
領域を超えた共創を実施。
社会にイノベーションをもたらす新規事業を
創出。

クライアントは、通 販事業において購買履 歴等の顧 客データ分 析に基づ

IoT や先端デジタル 技 術、CXを駆使した次世代型物流サービスを、商社・

き、リア ルタイムに最適な購買体 験を提 供する OMO化を志向していた。

SIer・金融 機関と共に創出するプロジェクト。DXによる物流の高度化に

しかし、老朽化・肥大複 雑化・ブラックボックス 化した基 幹 業 務システム

とどまらず、配送事業者等の周辺事業者までを含めた包括的なビジネ ス

が 足かせとなり、その実現は困難な状況となっていた。グランマニブ ス

モデ ルの具現 化に取り組む。また、ベンチャー企 業との協業として配送

は、レガシー負 債を刷新し、コストの戦略的投資への振り分けを実現す

事業におけるラストワンマイルソリューションを核にした地域 経済エコ

べく、エンタープライズ・アーキテクチャ構 想・計画・実行のコンサ ルティ

システムの事業 化も推進し、AGV（無人搬 送車）等を活用することで省

ングを提 供。業 務プロセス、データ、アプリケーション機能、テクノロジー

人化と利便 性の向上を実現。ヒトやモノの移動・配送にイノベーションを

基 盤まで一連の変革とデジタル 活用に関して、アーキテクトとして参画

実現するべくプロジェクトを進 行している。上記以外にもデジタル ヘ ル

した。データ HUB、クラウド、マイクロサービスによるモノリシックシス

ス ケア、デジタルリテール、CX、ア グリテック、金融プラットフォーム領

テムの切り崩し、アジャイルによる施策実行の迅 速 化を通じて、コスト削

域における新 規事業の創出にも取り組んでいる。

減とビジネ ス 成長の加速 化を支援した。

The Biz Value Tr ansformation Par tner

［Histor y］

[Address]

2007年9月

旧 Asian Frontier 株 式会 社として東 京 都港区元麻 布にて創業

株 式会 社 Gr an Manibus（グランマニブ ス）

2014年5月

千代田区永田町に本 社 移転

〒100-0004

2015年6月

株 式会 社 Preferred Networksとパートナー統括業 務に関して業

TEL ： 03-6551-2914

東 京 都千代田区大手町1-6-1大手町ビル 404

務提 携
先端技 術ソリューションサービス部門を新設
2016年7月

人工知能技 術活用のコンサ ルティング 会 社として先端技 術ソ
リューション
サービス部門をスピンアウトさせて株 式会 社 Ridge-iを設立

2017年2月

千代田区大手町に本 社 移転

2017年10月 DX事業と AI案 件の共同推進のために SCSK 株 式会 社と資 本 提 携
2018年12月 SCSK 株 式会 社から追 加出資を受けてグ ループ 会 社 化
社名を Gr an Manibusに変更
2021年2月

ビジネ スデ ザイン本 部を新設
先端テクノロジーを活用した新 規事業立上げ部隊を増強

［Board member］
代表取 締役社長

ミゲ ルアンヘ ル エステベ ス ア ベ

代表取 締役副社長
代表取 締役 /CSO

神原 公一
宮下 国之

取 締役 /DX推進 担当

奥 原 隆之
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