
 

CEO 社長情報 Vol.36 刊行 
WEB 事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社 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）の関連会社で経営者交流会や講演会・セミナー講演、雑誌刊行事業等を行う株式 

会社 CEO 倶楽部（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮本 健一）は、4 月 1 日に『CEO 社長情報』

Vol.36 を刊行致しました。 

 

■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。 

本誌は隔月 15,000 部発刊しており、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に加え、当社のクライアント企業様や当社主 

催の『VENTURE ALLIANCE FES』（約 300 名の経営者が参加する大交流会）にて配布しているため、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（※）。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 

・特集 本誌が選ぶ注目ベンチャー2018 

・「連載」伊藤元重が見る経営の視点(第 34回) 

・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 15回 原田泳幸 氏） 

・「白石徳生のトップ対談」成長の秘訣ゴチになります！ 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役会長 野尻佳孝 氏 

・経済キャスターうちだまさみの本音でトーク!!IPO社長訪問 

株式会社ティムコ 代表取締役社長 酒井誠一 氏 

・創刊 7周年 特別企画 レジェンド経営者は本誌で何を語ったか 

 

 

『CEO社長情報』Vol.36では、テクノロジーの革新によりドラスティックに変わる世の中を駆け抜ける、注目の

ベンチャー企業を選定し、成長の秘訣を取材致しました。また創刊 7 周年特別企画として『CEO 社長情報』にて

表紙を飾った 8名の著名な経営者の貴重な発言を掲載致しました。 

 

 

 

 

 2018年 4月 9日  

株式会社 DYM 



■本誌の配布形態 （※） 

1. 当社が年間 800 回以上開催する新卒マッチングイベント『Meets Company』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. 上場企業の経営者に定期配送を行っています。 

 

■掲載企業一覧 

・ブロードキャピタル・パートナーズ株式会社 CEO 折口 雅博 氏 

・株式会社じげん 代表取締役社長 平尾丈 氏 

・株式会社ビジョン 代表取締役社長 佐野 健一 氏 

・トラスティーパートナーズ株式会社 代表取締役社長 関野 大介 氏 

・株式会社メディカルネット 代表取締役会長 平川 大 氏 

・株式会社フィード 代表取締役 中村 健治 氏 

・株式会社クオレガ 代表取締役社長 佐藤 康成 氏 

・株式会社ラブキャリア 代表取締役 坂入 孝治 氏 

・株式会社 MIT 代表取締役 前田 一郎 氏 

・日本負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 菅嶋 大輔 氏 

・株式会社ミラーロイド 代表取締役社長 CEO 成田 秀基 氏 

・有限会社トランズパシフィックエンタープライズ 取締役社長 レイ・デボア 氏 

・株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石 徳生 氏 

・株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役会長 野尻 佳孝 氏 

・株式会社ティムコ 代表取締役社長 酒井 誠一 氏 

・TOP CONNECT株式会社 代表取締役 内田 雅章 氏 

・元日本マクドナルドホールディングス 代表取締役社長 原田 泳幸 氏 

・株式会社エイチ・アイ・エス 代表取締役会長 澤田 秀雄 氏 

・楽天株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 氏 

・RIZAP株式会社 代表取締役社長 瀬戸 健 氏 

・GMO インターネット株式会社 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 氏 

・株式会社アキュラホーム 代表取締役社長 宮沢 俊哉 氏 

・株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 代表取締役社長 CEO 宇野 康秀 氏 

・株式会社ドンキホーテホールディングス 代表取締役社長 COO 大原 孝治 氏 

・株式会社 喜代村 代表取締役社長 木村 清 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、商談がスムーズに成立につながった」といっ 

た感想をいただいております。 



 

■株式会社 CEO 倶楽部 会社概要 

(1)商号           ：株式会社 CEO 倶楽部 

(2)代表取締役社長 ：宮本 健一 

(3)設立年月日     ：2018 年 1 月 4 日 

(4)資本金         ：500 万円 

(5)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 5 階 

(6)従業員数       ：3 名 

(7)事業内容       ：雑誌刊行事業、講演会・セミナー開催事業、経営者交流会開催事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≪本件に関するお問い合わせ先≫         TEL: 03-5745-0200    FAX: 03-3779-8720 

株式会社 CEO 倶楽部 宮本     E-Mail:miyamoto-k@ceoclub.jp  URL: http://dym.asia/ 


