
 

 
 
 
 

 

 

 

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、『CEO社長情報』Vol.39 （https://www.ceo-vnetj.com/）を、2018年 10月 

1 日（月）に刊行致しました。 

 

■『CEO社長情報』Vol.39内容 

『CEO社長情報』Vol.39は、「転機を"悟る"」のテーマの下、日本の中でも１兆 5,000億円以上の市場を誇る

ゲーム業界にてフロントランナーとして活躍している経営者に今後の展望を直接取材致しました。また、中小

ベンチャー企業にて社員に対する想いの強い企業をピックアップし、新たな取り組みや現状の財務体質等に

ついて深掘り致しました。 

 

■今号の特集 

◯「トップインタビュー」 

株式会社ミクシィ 代表取締役社長 木村 弘毅 氏   

◯「白石徳生のトップ対談」成長の秘訣ゴチになります！  

錦秀会グループ CEO 籔本 雅巳 氏 

◯「特集」ゲーム業界 成長の方程式 

  株式会社リンクドブレイン 代表取締役社長 清水 弘一 氏 

◯ プレイバック「対談」 

  株式会社カプコン 代表取締役社長 辻本 春弘 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 

◯「連載」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 16回) 

   株式会社ハウスドゥ 代表取締役社長 CEO 安藤 正弘 氏 

◯「Close UP」 

・一緒に働きたい会社  

  株式会社ジュポン インターナショナル 代表取締役 上岡 淑郎 氏 

  株式会社クリテック工業 代表取締役 若林 勇二 氏 

◯「特別企画」 

・業界の革命児(ビッグデータ) ライフスタイルデザイン株式会社 代表取締役 CEO 石浦 浩 氏  

・挑む！社長群像  

  株式会社ミロク情報サービス 代表取締役社長 是枝 周樹 氏 

  株式会社アイリッジ 代表取締役社長 小田 健太郎 氏 
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・ザ・健康企業  株式会社フジクラ 

株式会社 ABC Cooking Studio 

           シービーアールイー株式会社 

           株式会社日本旅行 

           株式会社トーハン 

           三菱地所株式会社 

           KDDI株式会社 

           株式会社熊谷組 

 

■今号の掲載企業一覧 

株式会社ミクシィ 代表取締役社長 木村 弘樹 氏 

錦秀会グループ CEO 籔本 雅巳 氏 

株式会社リンクドブレイン 代表取締役社長 清水 弘一 氏 

株式会社カプコン 代表取締役社長 辻本 春弘 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 

株式会社ハウスドゥ 代表取締役社長 CEO 安藤 正弘 氏 

株式会社ジュポン インターナショナル 代表取締役 上岡 淑郎 氏 

株式会社クリテック工業 代表取締役 若林 勇二 氏 

ライフスタイルデザイン株式会社 代表取締役 CEO 石浦 浩 氏 

株式会社ミロク情報サービス 代表取締役社長 是枝 周樹 氏 

株式会社アイリッジ 代表取締役社長 小田 健太郎 氏 

株式会社フジクラ 

株式会社 ABC Cooking Studio 

シービーアールイー株式会社 

株式会社日本旅行 

株式会社トーハン 

三菱地所株式会社 

KDDI株式会社 

株式会社熊谷組 

 

■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・ドラッカー氏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 部を発刊しております。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）にても配布しています。そ

のため、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、学生からも「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」と好評です。 



■『CEO社長情報』概要 

発行形態：隔月雑誌（偶数月） 

発行部数：15,000部/隔月 

定価  ：1,111円（税抜） 

購入方法：お電話・メールにてお問い合わせください。 

     株式会社 DYM 山田 祐介  

電話番号   ：03-5745-0200 

メールアドレス：yamada-y@dym.jp  

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 

2. 当社主催の『VENTURE ALLIANCE FES』（経営者約 300 名が参加する大交流会）にて無料配布 

  3. 当社のクライアント企業に対し定期配送 

4. 上場企業の経営者に対し定期配送 

 

■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     ：5000 万円 

(5)売上高     ：141.2 億円 見込（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       ：https://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 山田 祐介            E-Mail:yamada-y@dym.jp  URL: https://dym.asia/ 
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