2018 年 6 月 6 日

CEO社長情報Vol.37刊行

株式会社 DYM

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、6 月 1 日に『CEO 社長情報』
Vol.37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、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
◯「トップインタビュー」
株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子氏
株式会社サイバード 代表取締役社長 内海 州史氏
◯「特集」HR テックで成果をあげる！攻めの戦略人事
◯「連載」伊藤元重が見る経営の視点(第 35 回)
◯「白石徳生のトップ対談」成長の秘訣ゴチになります！
エイベックス株式会社 代表取締役社長 CEO 松浦 勝人氏
◯「インタビュー」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
株式会社フェイスネットワーク 代表取締役社長 蜂谷 二郎氏
◯「Close UP」
・おもろい会社の成長戦略
株式会社ブランドコントロール 代表取締役 井原
・業界注目のトップリーダー
日本負荷試験テクノ株式会社 菅嶋 大輔氏
・渋谷圏 大躍進企業
◯「特別企画」
・人気芸人 VS 熱血経営者 異次元トーク
・ザ・健康企業

正隆氏

『CEO 社長情報』Vol.37 では、
“ヒトが活きる”働き方をテーマの下、特集として「働き方改革」のために必要
不可欠な HR テック業界でトップランナーとして走る各社の取り組みを取り上げました。また、CEO 倶楽部プロ
デュースの特別企画「異次元トーク」では人気芸能人と熱血経営者をゲストとしてお招きし、雑誌メディアで
は例を見ない WEB 上での動画ページと連動した連載を開始致しました。
■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。
5．約 550 校の大学の就職課への配布を行っています。
■掲載企業＆経営者一覧
株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子 氏
株式会社サイバード 代表取締役社長 内海 州史

氏

ユニテックシステム株式会社 代表取締役社長 渡辺 正憲 氏
サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野 慶久

氏

株式会社シンクスマイル 代表取締役 CEO 新子 明希 氏
株式会社カオナビ 代表取締役社長 柳橋 仁機 氏
エイベックス株式会社 代表取締役社長 CEO 松浦

勝人 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
ラブキャリアグループ グループ CEO 坂入 孝治

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

日本負荷試験テクノ株式会社 代表取締役 菅嶋 大輔 氏
株式会社リブ 代表取締役 松本 洋介 氏
株式会社 スタイリスト 代表取締役 佐藤 優太 氏
株式会社 Coupe 代表取締役 竹村 恵美 氏
株式会社 そると 代表取締役 大塚 祐輔 氏
株式会社 ドットテック 代表者 栢 孝文 氏
株式会社フェイスネットワーク 代表取締役社長 蜂谷 二郎 氏
■掲載企業一覧
オリンパス株式会社
サッポロホールディングス 株式会社
サトーホールディングス 株式会社
株式会社 富士通マーケティング
リコーリース株式会社
株式会社ルネサンス
株式会社レオパレス 21

■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

