
 

2020年新卒採用開始 

150 名の採用のため就活対策セミナー・3DAYS インターンを開催 

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）は、2020年新卒（以下、20卒）採用を 7月 15日より開始し、早期選考のための 

説明会のご予約の受付に加え、就活対策セミナーや 8月・9月にかけて開催予定の 3DAYSサマーインターンの 

詳細を公開致しました。 

■20卒採用のインフォメーション 

当社は、20卒採用では総合職・準総合職・一般職合計 150 名の募集を 7 月 15 日から行います。新卒の受け入れ

は、社長室を含む当社の全事業部です。 

 

当社では入社年度などに関係なく、優秀な実績を修めた社員に新たに 

事業責任者を任せる『バッテキ人事制度』を導入しています。過去の 

実例として、新卒 1年目から社長室で新規事業の立案をした社員や、 

今後注力予定の海外医療事業のメンバーとして入社から 2ヶ月後に 

早速海外出張を任せて現地でビジネスを行っている社員など、大きな 

仕事を任せています。社員のやる気の底上げにも繋がるほか、常に経営

に若い人間を入れることでチャレンジングな社風を作り出すことが成

長の秘訣となっています。 

 

■高水準の給与と、独自の社内制度・福利厚生 

当社は、これまでも独自の社内制度や福利厚生（※）を設けるなどして、社員の働きやすい環境づくりに取り組

んできましたが、2018 年 8 月分からは社員の給与ベースアップも実施します。 

 

ベースアップの対象となるのは、当社で総合職・準総合職に就いている社員全員（出向者を含む）で、上がる金

額は一律で月 2 万円です。このベースアップにより、現社員の収入が増えるのはもちろんのこと、2019 年 4 月

以降に入社する新卒社員の初任給が国内でもトップクラスの 35 万円相当（手当含む）となります。 

ベースアップの背景には、当社の主力事業である WEB 広告・採用市場の拡大や、顧客企業との取引拡大をもと

に、2018 年 4 月期に当社史上最高の売上・利益を更新したことに加え、代表の「業績好調は社員が頑張ったお

かげなので、還元したい。物価の上昇もあるため、給与水準を上げることで、より一層仕事のモチベーションの

向上につながったら嬉しい」という想いがあります。 

 2018年 7月 17 日  

株式会社 DYM 



■20卒学生様の会社説明会への予約方法について 

当社の本選考を受けるにあたり、会社説明会のご参加が必須となっています。 

当社の会社説明会はマイページからご予約が可能です。 

※マイページの発行は下記（■会社説明会・就活対策セミナーの応募方法）をご確認下さい。 

 

■就活の準備を行いたい 20卒学生様向け『就活対策セミナー』 

就活の早期化に合わせ、まだ本選考を受ける勇気が出ない学生様向けに当社の人事部による就活対策セミナーを

ご用意致しました。2 時間で就職活動のロードマップ・自己分析・業界研究・日本経済からみた就職先等、人材

紹介業を行う当社独自の内容から、チームビルディング研修などのコンテンツをご用意しています。 

実際に当セミナーを受講した学生様からは「どのように就活を始めればいいかわからなかったが、非常にために

なった」や「周りに流されるのではなく自分自身でしっかりと企業を選んでいこうと思った」といった感想を頂

いています。 

・タイトル ：～START DASH!!～ DYMの人事が教える就活対策セミナー 

・日時   ：随時開催 ※マイページよりご予約をお願い致します。 

・所要時間 ：2時間 

・場所   ：東京本社・大阪支社 

 

■当社創業初 3DAYSサマーインターン『配属：経営企画室』 

当社はより優秀な学生を採用するため、本選考の短縮パスの取得も可能な 3日間のインターンシップを企画して

います。 

インターンシップの内容は現在設立を計画中の「経営企画室」という部署の立ち上げを想定ミッションとし、DYM

の成長戦略を作成していただきます。各回 20 名の限定開催になりますので、参加にあたり選考を行っておりま

す。下記フォームよりご希望の開催日時とご希望の面接日時をお選びください。 

https://goo.gl/forms/pnzmOeMbUJJ6Tcag2 

※上記フォームからのみご応募を受け付けております 

・タイトル ：株式会社 DYM 20卒 3DAYSサマーインターン『配属：経営企画室』 

・日時   ：  

①8月 22日（水）～8月 24日（金） 【東京】 

②8月 30日（木）～9月 1日（土） 【大阪】 

③9月 2日（日）～9月 4日（火） 【東京】 

④9月 5日（土）～9月 7日（月） 【東京】 

 

・場所   ：東京・大阪 （参加者には別途詳細をお伝え致します） 

・内容   ： 3日間で下記を主として、本気で取り組んでいただきます。 

・DYMの情報のインプット 

・国内外の経済・ビジネス市場の状況のインプット 

・マーケティングの基礎知識のインプット 

・成長戦略や事業立案プランの作成（チームごとのワーク） 

・作成したプランの発表（チームごとのワーク） 

・人事責任者からの FB 

 

 

https://goo.gl/forms/pnzmOeMbUJJ6Tcag2


■会社説明会・就活対策セミナーの応募方法 

エントリーは下記 URL から受け付けております。 

2020年卒対象の学生様は http://dym.bz/ 内 20ENTRYからエントリーをお願いします。 

 

また 2019年卒採用も引き続き行っています。 

2019 年卒対象の学生様は http://dym.bz/ 内 19ENTRYからエントリーお願いします。 

 

株式会社 DYM は、「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンの下、これからも常に優秀な人材を集

め、世界を代表する一流の人材を育成し、優れたサービスの創出を行い、社会を変革してまいります。 

 

■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     ：141.2 億円 見込み（16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 456 名（ 2018 年 4 月 2 日 現在 ） 

(8)事業内容    ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、ウェルフェアステーション事業 等 

(9)URL       ：http://dym.asia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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 DYM 人事部 西川       E-Mail:saiyou@dym.jp  URL: http://dym.asia/ 

http://dym.bz/
http://dym.bz/
http://dym.asia/


参考資料 
■独自の充実した社内制度（※） 

当社は、指定医療機関で内科等を無料で受診できる制度、会社の近くに住む社員に家賃補助が出る制度、3 年勤

続した社員に 9 連休とボーナスが出る制度、社内恋愛や社内結婚に対し手当が出る制度、またオフィス内での

働きやすさを追求し、観葉植物や空気清浄機の設置、無料スポーツ観戦など、独自の充実した福利厚生を設け、

社員が健康で長く働ける会社づくりを実践しています。 

＜社宅制度・2駅ルール＞ 

当社がある五反田は、JR山手線・東急池上線・都営地下鉄浅草線の 3路線が乗り入れています。

各線五反田駅から 2駅圏内に住んでいる社員には、家賃の半額が補助として支給されます（役

職に応じた上限あり）。当制度では、更新・解約等の手続きを会社が行うほか、家賃も給与から

引かれるため、煩雑な手間が不要というメリットもあります。この制度は、約 8割の社員が利

用しています。 

 

＜健康サポート＞ 

代表が医師ということもあり、当社は社員の健康管理に注力しています。年に 1度の健康診断

はもちろんのこと、産業医が来社して毎月実施する健康相談会、無料で受けられるインフルエ

ンザや麻疹等の感染症の予防接種や指定医療機関での診察が無料など、医療関連の制度が充実

しています。当社では、体調不良による欠勤の例がほとんどありません。 

 

＜3年勤続手当＞ 

3年勤続した社員には、9連休＋ボーナス 10万円＋1万円の昇給が付与されます。社会人にな

ると長期休暇は取りにくいものですが、当社では、長期休暇は仕事の棚卸しや、後進の育成に

もつながると考えています。海外旅行や、普段できないことに挑戦するなど、長期休暇によっ

て得た貴重な体験は社員全員でシェアしています。 

 

＜社内カップル手当＞ 

当社は、仕事もプライベートも充実させて欲しいとの想いから、社内恋愛を応援しています。

アワード（四半期ごとに開催する式典）の場で、全社員の前で交際宣言をしたカップルには、

3 万円のカップル手当を支給します。現在、弊社には 10 組の社内カップルがいます。ただし、

社内恋愛は 1回までです。 

 

＜社内結婚手当制度＞ 

社内カップルが結婚した場合に、30万円の社内結婚手当を支給します。これまでに、6組が社

内結婚をしています。一生に一度の結婚式ですので、社員にも社員の家族にも、最高の思い出

を作ってもらいたいと考えて始めた制度です。社内結婚をした社員は、多くの人を招いて豪華

な式を挙げています。 

＜アニバーサリーNO残業 DAY制度＞ 

誕生日、結婚記念日、クリスマスなどの大切な日には、確実に 18時で退社できるという制度

です。記念日として申告している日には、どんなに仕事が忙しくても周囲が全力でサポートす

るので、安心して家族や恋人のもとへ向かい、一緒に記念日を過ごすことができます。 

 



＜社内マッサージ制度＞ 

マッサージ師が来社し、社内で勤務時間内に、無料でマッサージや整体などの施術を受けられ

る制度です。特に若い社員にとっては、整体院は敷居が高くなかなか費用も出せないという状

況がありますが、「社内でリフレッシュできるので仕事の効率も上がる」と好評です。 

リフレッシュルームにはマッサージチェアもあります。 

 

＜部活補助制度＞ 

現在、サッカー部、ヨガ部、ゴルフ部、ダンス部、野球部、マラソン部の 6団体があります。 

【サッカー部】元日本代表クラスが所属しており、企業対抗フットサルの優勝候補常連とな

っております。初心者の方からハイレベルなプレーを楽しみたい方まで幅広く楽しめます。 

【ヨガ部】毎週水曜日の始業前に 1 時間のヨガを楽しむことが出来ます。週の真ん中に溜ま

った疲れをリフレッシュすべく、活動を行っています。なお、ヨガをすると代謝が良くなり、

ダイエットの効果が有ります。 

【ゴルフ部】年に 2回の社内ゴルフコンペを実施しており、盛大に活動を行っております。 

日々の練習も充実しており、隔週 1回、3時間のプロによるゴルフレッスンも実施しており 

ます（費用は会社負担）ので、初心者の人でも安心してゴルフを始められます。 

【ダンス部】ダンス好きな社員が月 2回集まり、ダンススタジオを借り体を動かしています。 

 

＜社員旅行＞ 

社員旅行は、海外旅行・国内旅行を各 1 回ずつ、年に 2 回実施します。2018 年の海外旅行先

はセブ島で、約 100 名の社員が参加致しました。旅行会へ加入すれば、会社からの補助を受

け、受己負担少なく旅行することができます。 

 

 

＜産休・育休・復職等＞ 

出産や育児などをきっかけに退職してしまうのは、女性社員のキャリアにとっても会社にと

っても、もったいないことです。当社は、ライフステージの変化に合わせた働き方ができる

よう、産休・育休の制度を整え、復職しやすい組織づくりや時短勤務など、様々な側面から

サポートしています。 

 

＜社内飲み会推奨制度＞ 

一緒に働く仲間とのコミュニケーションを図るため、飲み会に補助金が出る制度です。部署

や役職等を超えた様々な飲み会があり、会社とは違う一面を発見できる機会でもあります。

月次飲み（毎月 1回／全社員参加）/里親里子飲み会（毎月 1回／部署が異なる先輩と後輩に

よる飲み会）/達成者飲み（毎月 1 回／目標達成者対象）/部署決起会（3 ヶ月に 1 回／クオ

ーターごとの部署ごとの飲み会）/達成部署飲み会（3ヶ月に 1回／飲み会だけでなく旅行も

可能）/役職者の誕生日会（毎月） 

＜社会保険＞ 

各種保険（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険）に加入しており、特に医

療保険は最も財政状況と条件が良いとされる IT健保に加盟しています。IT健保は、保養所、

レストラン等を会員限定価格で利用できるほか、有名テーマパークのパスポートもお得に購

入可能です。 



＜持株会＞ 

総合職の正社員は、持株会に入会することができます。毎月 5千円からの積立が可能で、会

社から 10％の奨励金を付与します。 

 

 

＜リフレッシュルーム新設＞ 

2018 年 2 月にオフィスを増床し、社員が自由に使えるリフレッシュルームを新設しました。

リフレッシュルームには、マッサージチェアやティーサーバーなどもあり、社員からは「他

フロアの社員と情報交換ができる」「リフレッシュして仕事の効率も上がりそう」「内定者と

の懇親会などに使いたい」と好評です。名古屋支社の休憩スペースでは、社員食堂がついて

いたり、同フロアにカフェが入っていて従業員は 10％オフで提供いただけたり、ゆったりと 

したソファーもあります。 

 

＜WELFARE STATION＞ 

2017 年から、国内最大規模の福利厚生サービス「WELFARE STATION」を導入しています。

「WELFARE STATION」は、20,000軒以上の飲食店、13,000軒以上の宿泊施設、レンタカー各

社、映画館、テーマパークなどを特別価格で利用できるほか、保育園利用や介護用品購入の

補助金まで、100 万種類を超える実用的なメニューを何度でも利用できます。ライフステー

ジに合わせた各種補助も受けることができます。加入者だけでなく、二親等以内の親族も利

用可能なので、家族と一緒にワンランク上の充実した生活を楽しむことができます。 

 

＜空気清浄機・観葉植物＞ 

職場環境改善のために、最新の空気清浄機を導入しました。「良い空気の中で仕事がしたい」

という声から、各フロアに設置しています。冬の時期は室内の乾燥対策、春には花粉対策等

に役立っております。多くの時間を過ごす職場の改善に日々取り組み、快適なスペースで働

くことで、更に効率性を高めます。加えて全社に 100 鉢を超える観葉植物を設置しました。

観葉植物は、空気清浄や森林浴効果、視覚疲労緩和、心身のリラックスなどが期待できると

されており、オフィスの雰囲気の改善や社員のモチベーション向上につながっています。 

 

＜酸素カプセル＞ 

休憩室に酸素カプセルを設置しています。社員には日頃の仕事の疲れを癒し、元気で過ごし

てほしいという想いで導入しました。カプセル内に入って約 30分の利用で 7～8時間の睡眠

効果もあると言われ、仕事の生産性の向上が期待できます。その他にも疲労回復、アンチエ

イジング、ダイエット、ケガの回復、生活習慣病予防、視力回復効果、冷え性改善効果、レ

オロジー効果などの効果があると言われています。社員が気軽に使える酸素カプセルとなっ

ています。 

 

＜無料でスポーツ観戦＞ 

DYM では社員の親睦を深めるため、年に数回無料でスポーツ観戦を行います。学生時代スポ

ーツをやっていた人間が多いこともあり、一生懸命に部活に励んでいた時代を思い返し、仕

事にも刺激が入ります。また、DYM は FC 東京や東京エクセレンスのスポンサーを務めてお

り、今後よりスポーツへの関わりを増やしていきます。 



＜保険法人加入＞ 

福利厚生の一環として役員・従業員を対象とした保険に法人加入しています。 

概要としては、３大疾病（がん、急性心筋梗塞、脳卒中）に罹患してしまった場合、 

一律２００万円を被保険者本人が受け取れる内容となっており、保険料は全額会社負担です。

社員に万が一のことがあった場合に備えた保険制度です。 

 

＜資格＞ 

会社が指定する資格に対して、取得費用を負担しています。管理部門なら簿記や個人情報保

護士、WEB コンサルティング部ならウェブマスターのテスト、人材事業部なら職業紹介事業

責任者など。すぐに仕事に役立つ資格を、安心して取得することができます。 

 

＜飲食割引＞ 

グループ企業が運営している焼肉店を使うと、社員割引が適用され、美味しいお肉とお酒の

食べ飲み放題が 4,000 円で利用でき、とてもお得な価格となっております。カルビやタン、

ホルモン、副菜など種類も豊富です。仕事終わりの社員同士の懇親の場としても使用されて

います。 

 

＜選択的退職金制度＞ 

選択的退職金制度を用いて、将来設計や資産形成を行うことができます。給料の一定額を事

前に老後資金として拠出することで、通常より効率的な資産形成ができます。 

 

 

 

＜その他の環境＞ 

iPhone・イーモバイル・iPad・好きな PC・デュアルディスプレイを付与します。また、書籍

購入補助のほか、無料（一部 10円）のティーサーバーやウォーターサーバーを完備していま

す。 

 

 

株式会社 DYMは、独自の充実した社内制度や福利厚生を通じ、今後も社員の頑張りや成果に応えることができる会社づくりを 

行なってまいります。 

 

 
 


