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会員館様向け特別価格のご案内
■ グローバルビジネスの実践的な知のためのデータベース

グローバル企業情報
研究・教育データベース
GALE BUSINESS INSIGHTS: GLOBAL
46 万社以上の企業・2,000 産業・193 カ国のプロフィールや
レポート・雑誌（新聞）記事・ケーススタディを収録するデータベース

【Business Insight :Global の概要】
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

460,000 以上の企業プロフィール
2,100 社のアナリスト企業レポート
2,100 社の財務情報
1,000 の SWOT 分析
1,900 のケーススタディ PDF
59,000 のマーケットシェアレポート
16,000 の企業年表
2,200 の企業史
2,000 産業のプロフィール
193 カ国のデータ
■ 58,000 機関

3,830 の雑誌・新聞のフルテキストを収録
-The New York Times
-The Washington Post
-Daily Telegraph (London)
-The Independent (London)
-The Times (London)
-The Financial Times (※embargo 30days)
-The Economist
-American Banker
-Institutional Investor など多数収録

企業史研究に必携の International Directory of
Company Histories の収録コンテンツも搭載

JUSTICE 会員館様向けの年間購読特別価格がございます
※正式な見積価格は最寄りの弊社営業員に別途ご用命ください。

日本総代理店
FAR EASTERN BOOKSELLERS
KYOKUTO SHOTEN LTD

極東書店

〒101-8672 東京都千代田区神田三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル
〒600-8357 京都市下京区柿本町 579 五条堀川ビル
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 1-3-14 小榎ビル

URL:https://www.kyokuto-bk.co.jp

03(3265)7531 FAX (3556)3761
075(353)2093 FAX (353)2096
092(751)6956 FAX (741)0821

E-mail:info@kyokuto-bk.co.jp

GALE BUSINESS INSIGHTS: GLOBAL の特徴
GALE BUSINESS INSIGHTS: GLOBAL は、企業を取り巻く様々な環境（企業について書かれた雑誌・
新聞記事、企業と国・産業との関係、投資状況、同一産業内企業間比較など）がデータベース内でリンク
されており、研究及び教育目的として多様な利用が可能となっております。米国を中心に全世界で約
400 大学での導入実績がございます（2017 年現在）。

① 世界各国 460,000 以上の企業情報・NAICS 産業別データを収録
世界各国 46 万社以上の企業プロフィールを収録。主要企業では各企業別の財務データ、SWOT 分析、市
場占有率、ケーススタディなどがプロフィールからリンクされています。また、NAICS 2012 code 対応の産
業別データや、世界銀行出典の 193 ヶ国のマクロデータも収録されており、企業と産業、国家との連関をデ
ータ上で結び付けることが可能です。抽出したデータはエクセルやグラフ等にエクスポート出来ますので論
文やレポート作成にも有用です。
企業財務、投資情報はトムソン・ロイターから提供されています。投資家向けレポートも学術・教育利用
目的のため特別に提供されています。企業財務データは、エクセルにエクスポートすることができ、競合企
業の財務情報比較なども可能です。また、各種市況情報もほぼリアルタイムで更新されています。

＜以下の項目で絞り込みが可能＞
◆ 国（193 ヵ国）
◆ 米国 50 州
◆ 標準産業分類コード（SIC）
◆ 北米標準産業分類コード（NAICS）
◆ 本社所在地
◆ 売上規模
◆ 従業員数

世界各国 46 万社以上の
企業プロフィールを収録

ファンダメンタルズ（損益計算書、貸借対照表、
キャッシュフロー計算書、レシオレポート）

ダッシュボード（市場、株式、ファンド、セクター）

年度決算あるいは中間決算の
直近 6 期までの比較、主要競合企
業や任意の企業との比較が可能。
データのスプレッドシートへのエク
スポートも可能

ケーススタディ

CloudQuote 提供の JSON API によって
米国の株価指数（S&P 500, NASDAQ,
ダウ平均）、人気銘柄、個別銘柄などの
最新情報をリアルタイムで提供

市場占有率
約 62,000 件の市場占有情報を提供

各企業の 2,000 件以上のケーススタディを収録。
フルテキスト検索可能で検索語はハイライト表示
されます
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② 企業・産業について書かれた最新の新聞・雑誌記事にリンク
The New York Times, The Washington Post, The Times (London) ,The Economist, Daily Telegraph (London), The
Independent (London), American Banker, Institutional Investor など、主要な新聞・雑誌が embargo なくフルテキ
ストで収録されています。
新聞・雑誌ごとに閲覧することも可能ですが、大きな特徴は企業プロフィールから関連記事が直接リンク
していることです。企業プロフィールにリンクされている「News」,「Journal」を見て頂くと、その企業に
ついて書かれた新聞・雑誌記事をそのまま全文閲覧することが出来ます。特に、大きな話題や出来事があっ
た場合などはそこから主要紙の記述を一覧することができるため記述の比較などにも大変有用です。また、
NAICS 2012 code 対応産業別の新聞記事・雑誌記事も同様にリンクされており、リアルタイムの産業動向を
追うことができます。
◆学術雑誌： フルテキスト誌 361 誌（うち、カレントまで 204 誌）、フルテキスト査読誌 318 誌（うち、カレントまで 183 誌）
フルテキスト査読誌エンバーゴなし 291 誌（うち、カレントまで 156 誌）
◆一般雑誌： 約 250 誌
◆業界誌・専門誌： 約 3,700 誌
◆新聞（主要フルテキスト紙）：
・The Economist (1988 年 1 月以降)
・The Observer (1993 年 1 月以降)
・The Financial Times (1999 年 1 月以降)
・Daily Telegraph (2000 年 11 月以降)
・The Times (1985 年 7 月以降)
・The New York Times (1985 年 1 月以降)
・Sunday Times (2009 年 5 月以降)
・The Washington Post (2009 年 6 月以降)
・The Guardian (1990 年 1 月以降)
・Japan Times (2006 年 5 月以降)
※The Financial Times は 30 日のエンバーゴ

新聞記事
学術雑誌

アップル社に関する約 100 件の記事を含む
100 万件以上の学術雑誌の記事を提供
（2017 年 8 月現在）

The New York Times をはじめ、英米を
中心とした主要新聞の各企業について
の最新の報道を収録

③ International Directory of Company Histories.を搭載
International Directory of Company Histories.を搭載しています。当データベースの各企業
プロフィール内の”企業沿革”には International Directory of Company Histories.の最新版が常
にアップロードされています。～Company Histories.は当データベースと親和性が大変良く、
ここに組み込まれることによって資料価値を活かし切る形態を獲得しました。なお、～
Company Histories.の記述方式は編年体で、最新版には過去の記述に新規分が追記される形
を取るため最新版が全てを網羅します。当シリーズは GALE BUSINESS INSIGHTS:
GLOBAL でのご利用をお奨めいたします。

企業史
約 2,300 件の企業年譜は Notable Corporate
Chronologies(Gale)のデータより提供されます
約 17,000 件の社史を提供（2017 年 8 月現在）
フルテキスト検索可能、検索語はハイライト表
示されます
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④ インタラクティブなグラフと表による企業間比較、産業比較が可能
任意の企業、産業、国を選択して様々な指標での比較ができます。グラフや表にしてエクスポートするこ
とが可能です。

パナソニックの売上高をグラフ化

サムソンの売上高をグラフに追加

<企業>◆比較の指標：売上高・従業員 1 名あたりの売上高（と推移）・従業員数（と推移）
<産業>◆比較の指標：企業数（と推移）・売上高・従業員 1 名あたりの売上高（と推移）・従業員数（と推移）
<国> ◆比較の指標 （World Bank: World Development Indicators の指標）
・GDP
・国内純貯蓄（金額と GNI 比）
・GDP デフレーター
・調整済み国民純所得（金額と成長率）
・GDP 成長率
・粒子状排出物質による損害を除く調整済み純貯蓄（金額と GNI 比）
・一人当たり GDP（金額と成長率）
・粒子状排出物質による損害を含む調整済み純貯蓄（同上）
・GNI
・二酸化炭素排出による損害（同上）
・GNI 成長率
・固定資本減耗（同上）
・一人当たり GNI（金額と成長率）
・教育支出（同上）
・失業率
・エネルギー資源の枯渇（同上）
・識字率
・鉱物資源の枯渇（同上）
・平均寿命
・天然資源の枯渇（同上）
・財・サービスの輸入・輸出
・純森林枯渇（同上）
・人口成長率
・農業保護政策評価額（GDP 比）
・総資本形成
・農業付加価値（金額と GDP 比）
・国民総所得
・財・サービスの対外収支（金額と GDP 比）
・国内総所得

⑤ 日本語インターフェイス、全文自動翻訳、音声読み上げ機能
インターフェイスは日本語を含む 30 言語に切り替え可能です。またテキストは日本語を含む 12 言語へ自
動翻訳が可能です。英語での音声読み上げ機能もございますのでリスニング学習に活用できます。

NY Times.com の Video Collection も収録。
音声トランスクリプションも表示されます。

音声読み上げ機能付きです。読み上げている部分が
ハイライトされますので目と耳でのリスニング学習に
活用できます。

無料トライアル承ります！弊社までお申し付けください
日本総代理店

極 東 書 店

〒101-8672 東京都千代田区神田三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル
TEL: 03-3265-7531 FAX: 03-3556-3761 https://www.kyokuto-bk.co.jp E-mail: info@kyokuto-bk.co.jp

Gale Business Insights: Global 日本総代理店

株式会社

極東書店

