2017 年 10 月 23 日
株式会社 DYM

『CEO 社長情報』Vol.33 刊行
WEB コンサルティング事業や新卒紹介事業、海外医療事業を行う株式会社 DYM（読み：ディーワイエム、
本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、9 月 30 日に『CEO 社長情報』Vol.33 を刊行しま
した。

■CEO 社長情報とは
『CEO 社長情報』は、元『週刊ダイヤモンド』編集長で、生前のピーター・ドラッカーをはじめとして数
多くの国内外の経営者にインタビューした株式会社ブイネット・ジャパン 代表取締役社長の松室哲生氏
が編集人となり、隔月刊で経営者向けに発刊している雑誌です。 今勢いのある企業を直接取り上げる内
容で、多くの経営者の方々に読まれ、企業間のビジネスマッチングを促進しています。当社は、本誌を
Vol.30(2017 年 3 月 31 日発売)から松室氏と共に刊行しております。
また、これまでの読者ターゲットに加えて、当社が新卒紹介で国内実績トップクラスである強みを活か
し、年間 3 万名以上の就活生への無料配布や、15,000 社以上の企業に直接配付しているため、事業内
容や社長メッセージを確実にリーチさせることができます（※1）
。学生様からも「就活中といっても、な
かなか企業情報が載った雑誌は購読することが無かったため、今まで全く知らなかった企業を一度にた
くさん知れる良いきっかけになった」や「経営者の考えに直に触れることが出来、就活の際に非常に役立
った」といった感想をいただいております。

■今号の特集
・新 IT ビジネス百花繚乱
・
「連載」伊藤元重が見る経営の視点、
イノベーションの民主化
・人脈マッチングスペシャリスト内田雅章の「あの人に会いたい」
（第 12 回）京都市長 門川大作氏
『CEO 社長情報』vol.33 では、新しい IT ビジネスの現場と成長戦略
を特集として取り上げ、激戦化している企業間競争を勝ち抜く企業
に直接取材をしました。
また、今回で第 33 回目になる、株式会社ベネフィット・ワン
代表取締役社長 白石徳生氏 のトップ対談「成長の秘策、ゴチになります！」では、株式会社ジャパ
ネットホールディングス 代表取締役社長 髙田旭人氏とのトップ対談を掲載。
『ついてこい』の文化
から、
『自分の意志で動く』組織へ転換した経営戦略について、髙田氏にインタビューを致しました。

■本誌の配布形態 （※1）
1.

当社が年間 680 回以上開催する新卒マッチングイベント『Meets Company』
（※2）に来場される、
年間 3 万名(2018 年度想定)の学生へ無料配布致します。

2.

当社主催の『VENTURE ALLIANCE FES』
（経営者約 300 名が参加する大交流会）にて配布致します。

3.

当社のクライアント企業に対して定期配送を行っています。

4.

上場企業の社長様に定期配送を行っています。

■掲載企業一覧
株式会社ワクト 取締役会長 星山雄史氏
株式会社 Branding Engineer 代表取締役 CEO 河端保志氏
株式会社ビジネス IT アカデミー 代表取締役社長 田中裕明氏
株式会社ブランドコントロール 代表取締役 井原正隆氏
株式会社ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 高田旭人氏
株式会社ノジマ 代表取締役社長 野島廣司氏
株式会社平松食品 代表取締役 平松賢介氏
一般社団法人日本ワーキングママ協会 代表理事 大洲早生李氏
ママスタート・クラブ 代表 矢上清乃氏
株式会社クロスインフィニティ・マネジメント 遠矢由香氏
株式会社アスタリスク 代表取締役 西真氏
株式会社エムエスピー 代表取締役 植草美幸氏
株式会社潤佳 代表取締役

山田美咲氏

セーフィー株式会社 代表取締役社長 佐渡島隆平氏
株式会社 VISION 代表取締役 石坂浩之氏
株式会社プリエール 代表取締役 宮田真里子氏
株式会社 YAZ 代表取締役

CEO 田中康之氏

■定価
1,111 円（税抜）※ご購入方法はお問い合わせください。
■ビジネスマッチング交流会『CEO 倶楽部』について
当社は CEO 社長情報の掲載企業様限定の交流会『CEO 倶楽部』を月に 1 回開催しています。
ご参加者の皆様からは「普段なかなかお会いできない経営者の方々とお会いが出来、毎回非常に楽しみ
にしている」や「経営者が中心の交流会のため、トップダウンで話が進み、これまでで既に 5 件の商談
が成立につながった」といった感想をいただいております。
■掲載に関するお問い合わせ
株式会社 DYM

木本

E-Mail: kimoto-a@dym.jp

参考資料
■業界唯一、年間を通して就活できる『Meets Company』
（※2）
当社は、就活生と企業をマッチングさせる座談会形式の合同説明会『Meets Company』を、2011 年より開
催しています。年間を通して開催している業界唯一の就活イベントで、開催数は国内トップクラスの年
間 680 回以上、全国 8 カ所（札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）と地方開催も多いこ
とが特長で、新卒紹介に特化した事業会社の中では業界 1 位の実績を持っています。

◆珍しい座談会形式だから、話しやすい
『Meets Company』は、1 回あたり最大でも 8 社の企業・30 名の学生による少人数制の座談会形式で、企
業の代表や人事責任者と直接話をすることができます。学生からは「大型説明会とは異なり、リラックス
した雰囲気の中で、社長に直接自分をアピールすることができた」という感想が多く、企業からも「顔を
合わせると、書類上だけでは伝わらない相性もわかるため、評価しやすい」と好評です。
◆時期を問わないから、納得いくまで活動できる
学生は、6～7 月には内々定・内定を獲得して就職活動を終了するのが一般的なスケジュールなため、夏
を過ぎると、就活のためのイベントは開催されなくなります。
しかし、当社は、長年の経験から、夏以降に「内定は獲得しているが、もっと違う業界を見たい」
「より
自分に合う企業と出会いたい」という好奇心旺盛な学生が増えることや、それまで就活をしていなかっ
た「大学院進学や海外留学する予定だった」
「研究や部活動に熱中しすぎた」という真面目な学生が活動
を始めることに着目し、秋以降も入社直前の 3 月までほぼ毎日『Meets Company』を開催しています。

■『Meets Company』これまでの実績

紹介企業実績

2,000 社以上

大手ナビ媒体に載っていない非公開求人も多数
参加者就職率

96％以上

適正にマッチした企業を紹介、内定獲得までサポート
■関連プレスリリース
『CEO 社長情報』Vol.32 刊行のお知らせ
http://dym.asia/news/pdf/20170811_CEO032.pdf

即時選考型就活イベント開催のお知らせ
http://dym.asia/news/pdf/20170714_Meetscompany.pdf

■株式会社 DYM 会社概要
(1)商号

：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅
(3)設立年月日

：2003 年 8 月

(4)資本金

：5,000 万円

(5)売上高

：約 74 億 1,000 万円（ 2017 年 4 月期）

(6)本店所在地

：〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-28-5 第 2 オークラビル 3 階（受付）
・4 階・5 階

(7)従業員数

：連結 392 名（2017 年 4 月 3 日現在）

(8)事業内容

：WEB コンサルティング事業、新卒紹介事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業など

(9)URL

：http://dym.asia/

≪本件に関するお問い合わせ先≫

株式会社 DYM

木本

TEL: 03-5745-0200
E-Mail: kimoto-a@dym.jp

FAX: 03-3779-8720
URL: http://dym.asia/

