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ＧＭＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
ＧＥＴＴＩグループが、「ＢｏｒｄｅｒｌｅｓｓＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」の
構築に向けて、グループ体制を整備し、本格始動！
株式会社ゲッティコミュニケーションズが、
ＧＭＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社に社名を変更！
＜世代＞の壁を超えるコミュニケーションの構築を目指します！
株式会社 GETTI（以下、㈱GETTI／本社：東京都港区／代表：太田雅人）及び傘下のグループ中
間持株会社 GETTI INC.（以下、中間持株会社 GETTIINC.／本社米国デラウエア州・CEO 太田雅人）
は、GETTI グループとしてグループミッション「Borderless Communication」の実現に向け組織体制
を強化整備いたしました。
この度の組織体制変更の目的は、GETTI グループミッション達成へのより強固な組織構造構築
であり、一業種一社の企業と自治体、大学、政府機関のブランディングおよびコンサルティングを
行う㈱GETTI、そして、その１００％子会社で、創業来の＜世代＞＜地域＞＜国境＞の３つの壁を超
えるコミュニケーションネットワーク「Borderless Communication」の構築を目指すグループ中間
持株会社 GETTI INC.としてのグループ内での機能と役割分担をより明確化し、グループ全体のシ
ナジーを発揮させることであります。
当該体制整備の一環として、中間持株会社 GETTI INC.の下位グループ会社の株式会社ゲッティ
コミュニケーションズ （本社：東京都港区／代表：中川幸司）が、グループミッション「 Borderless
Communication」のサブミッションにあたる＜世代＞の壁を超えるコミュニケーション構築を目指す組織とし
て、世代メディア・マーケティング会社の持株会社 GMHoldings 株式会社（以下、ＧＭＨ）に社名を変更い
たしました。会社名の GMHoldings は、Generation Media Holdings を表しており、GETTI グループが目指
す「Borderless Communication」のうち、＜世代の壁＞を超えるコミュニケーションの構築を目指して参りま
す。
ＧＭＨは、その傘下に以下のビジネスユニット型企業を有します。一つ目は、学生を中心にしたメデイ
ア・マーケテイング事業を行う株式会社ＣＮＢ roadcasting（本社：東京都港区／代表：大和亮介）、
二つ目は、ＯＬ向け（Ｆ１層）向けのマーケティング事業を行う株式会社ＬＭＨ（本社：東京都渋谷区／
代表：今城和志）、三つ目は、アクティブシニア向けのマーケティング事業を行うライフエンタテイメント
株式会社（本社：東京都千代田区／代表：額賀剛治）です。これらビジネスユニット型企業の各
世代別メディア・マーケティング事業会社の事業活動を通じて、GETTI グループサブミッションたる＜世代
の壁＞を超えるコミュニケーションネットワークの構築により、将来世代である学生と、日本をここまで牽引
して頂いた経験世代と、今、一番頑張らなければならない現役世代が力を合わせて、日本を元気にして
いくことに貢献することを目指します。
また、これまでと同様に中間持株会社 GETTI INC.傘下組織として海外中国法人

凱帝（北京）

諮訽有限公司が、GETTI グループサブミッションの＜国境の壁＞を超えるコミュニケーションネット
ワークの構築とアジア向けライセンスビジネスの事業展開を目指し、同じく中間持株会社 GETTI
INC.傘下組織として地域活性化大学株式会社が、＜地域の壁＞を超える地域活性化事業モデルの
構築を目指すことを同時に展開することで、グループ全体の事業目標（グループミッション）で
ある Borderless Communication の構築に向けて多面的に邁進して参ります。

■株式会社 GETTI 会社概要
・設 立年月日
・資本金

：平成 11 年 11 月 11 日

：1 億 5,000 万円（19,100 株）

・所在地

：東京都港区南青山 4-18-21 南青山スカイハイツ 3 階

・URL ：http://www.getti.net
・代表取締役
・取締役

：太田

：金子

・主要株主

恒彦

雅人
他

：太田雅人(87.3%) 株式会社インターネット総合研究所 (4.1％)
エム東京 (1.5％)

株式会社エフ

株式会社ジャパンエフエムネットワーク (1.5％)

・事業内容 ：ブランディング事業、コンサルティング事業、インベスティング事業、ビジネスデベ
ロップメント事業、ライツライセンス事業

■GETTI グループ組織図

株式会社GETTI
出資比率100%

出資比率64.6%（CEO太田雅人より出資）

出資比率4.6%

出資比率100%

■GETTI INC. （米国法人）会社概要
・設 立 ：2002 年 2 月 22 日
・本

店 ：米国デラウエア州

・資本金 ：870,000US ドル （0.725 億円）
・発行済株式数 ：850,000 株
・CEO ：太田雅人
・主要株主 ：株式会社 GETTI 100%
・事業内容 ：グループ持株会社／グループ経営指導及び他社事業再生

＜GETTI INC. グループ株式会社

概要＞

＜世代＞＜地域＞＜国境＞の３つの壁を超えるコミュニケーションネットワーク
「Borderless Communication」の構築を推進する各事業会社

【世代の壁を超える！】
・会社名：GMHoldings 株式会社
・設立年月日：2006 年 6 月 6 日
・資本金：170,996,500 円（38，141 株）
・住所：東京都新宿区西新宿 7-20-1 住友不動産西新宿ビル 15F
・URL：www.gmholdings.jp/
・ファウンダー：太田 雅人
・代表取締役：中川 幸司
・取締役：中根 哲也、芹沢 俊太郎
・主要株主：太田 雅人（64.6％）、今城 和志（20%）、(株)エフエム東京（0.8％）、株式会社ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝｴﾌｴﾑﾈｯﾄﾜｰｸ（0.8％） 他
・事業内容：世代メディア・マーケティング事業を行うグループ会社の持株会社

【地域の壁を超える！】
・会社名：地域活性化大学株式会社
・設立年月日：平成 19 年 1 月 14 日
・資本金：7,941 万円（15,882 株）
・住所：兵庫県西宮市上大市 1 丁目 1 番 11 号
・URL：www.chi-katsu.com/
・出資比率：4.6%
・代表者：代表取締役

原 浩之

【国境の壁を超える！】
・会社名：凱帝（北京）諮訽有限公司
・資本金：1 ０万元（150 万円）
・住所：北京市通州区軽紡服装服飾園武曹路８０１号
・出資比率：100%
・代表者：中根 哲也

＜ＧＭＨｏｌｄｉｎｇｓ

グループ株式会社

概要＞

●学生層向けメデイア・マーケテイング会社
・会社名：株式会社ＣＮＢｒ
・設立年月 ：2009 年 5 月 27 日
・資本金 ：1 億 501 万円（105,010 株）
・住所 ：東京都港区青山 3 丁目 18 番 5 号

NOB 南青山ビル 3 Ｆ

・URL ：www.campusnavi.com/company
・代表者 ：代表取締役

大和 亮介

・出資比率 ：11%
・事業内容 ：大学生向けメディアの企画・運営／学生マーケティング事業／番組配信事業／コ
ンテンツ配信事業／イベントの企画・運営

等

●ＯＬ層・Ｆ１層向けメデイア・マーケテイング＆フリーキャスターマネジメント会社
・会社名：株式会社ＬＭＨ
・設立年月 ：2009 年 6 月 1 日
・資本金 ：4,001 万円
・住所 ：東京都渋谷区神宮前 2 丁目 24 番 4 号ウェストサイド原宿 203 号
・URL ：www.lmh.co.jp
・出資比率 ：50.1%
・事業内容 ：Ladies' Media＆Marketing 事業：F1 層（女性）マーケテイング事業
Ladies' Caster Management 事業（JSTARS 事業部）：フリーキャスターマネジメン
ト事業
Life Style Media＆Marketing 事業：ライフスタイルマーケテイング事業
●アクティブシニア層向けメデイア・マーケテイング会社
・会社名：ライフエンタテイメント株式会社
・設立年月 ：2005 年 6 月
・資本金 ：1 億 3296 万円
・住所 ：東京都千代田区平河町 1 丁目 4 番 13 号平河町伏見ビル 9F

・URL ：www.5life.jp
・役員 ：代表取締役

額賀剛治、取締役

木村政雄

他

・出資比率 ：51.9%
・事業内容 ：50 代向け・アクティブシニアフリーマガジン 5L（ファイブエル）の企画・発行／
イベントの企画・運営／ｅコマース事業

等

■ＧＭＨｏｌｄｉｎｇｓグループ「ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＭｅｄｉａＭａｐ」
※学生層から、アクティブシニア層まで、幅広くジェネーレーションネットワーク＆メディアを展
開。

このリリースに関するお問い合わせ先
ＧＭＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
東京都港区南青山 3-18-5 NOB 南青山ビル 3F
問合せ先：広報担当
電話番号：03-5775-0666 (代)
mail:info@gmholdings.jp

