会社概要

きょうの創造 あすの共感
それが私たちのスローガンです。
日本ドリコムは「情報」を人の心と心を結ぶさまざまなコミュニケーションの核としてとらえ、
常に受け手の立場に立った情報交流に努めてまいりました。
新たな情報メディアやコミュニケーションの手段が開発されるユビキタス社会、わたしたちをとりまく
情報環境は日々変貌を遂げています。
しかしながら、情報産業がどのようなかたちで領域を拡げるにしても、その底流にあって、ひとつひと
つの情報に輝きを与えるものは、人の心であるとわたしたちは考えます。
そして、わたしたちの創り出す情報が受け手の心に共鳴し、共感を呼びおこすものであるように。

■ドリコムグループの事業領域
わたしたちは、
「情報」「創造」
「共感」を柱とし、「当社出版物での PR・当社イベントでの PR」
「クリエイティブ・メディアを活用した PR」
「マーケティング・スクールソリューション」の
事業をグループ会社と共に推進して行きます。
広告代理
●新聞・雑誌・フリーペーパー・電波・Web 広告など

出版

イベント・マーケティング
情報・データベース
ビジネスソリューション

●進学情報誌の発行

●全国の高等学校とのリレーション

●留学情報誌の発行

●全国の高校生とのリレーション

●生活情報誌の発行

●タイの学生とのリレーション
●大学就職部などとのリレーション

●進学 Web

募集広報の支援
教育情報の提供

進学情報の提供

●調査・リサーチ

広告・イベント・企画

学校運営の支援

教育の提供

お客様

クリエイティブ
●情報誌●雑誌広告●パンフレット●ビデ

ビジネスソリューション
●幼稚園〜小学生向け理科教室の運営

オ●CD●DVD●ホームページ●サーバー構

●エコキャンパスの提案など

築●フラッシュムービー●撮影など

株式会社ドリコムベスト

ビジネスソリューション

教育機関を対象に様々な内容のアウトソーシ

●教職員派遣・紹介・斡旋

ングを提案します。

●業務委託等による作業軽減

講義請負および各種講座の企画運営等を行っ
ています。

会社概要
商号

当社イベント

株式会社 日本ドリコム

●大学進学ガイダンス●大学・短期大学進学ガイダンス
●専門学校進学ガイダンス●医療・教育・福祉・健康系オール

創立

学校ガイダンス●進路発見フェスタ●ミラ☆ツクフェスティバ

1970 年（昭和 45 年）5 月

ル●大学進学博●職業体験博●その他

資本金

人材派遣

38,007 千円

●学校スタッフ・講師派遣●その他

役員

クリエイティブ

代表取締役

山城由紀雄

●学校案内●会社案内●学内報・社内報●各種印刷物

専務取締役

小林淳一郎

●テレビ・ラジオスポット●ビデオ制作●募集・広報企画

常務取締役

森田

直樹

●CI･VI●DVD、CD-ROM 制作●各種 Web コンテンツ制作

監査役

宮本

一生

●その他

執行役員

大矢

隆弘（環境事業担当）

執行役員

小澤

泉

執行役員

神田

晨嗣（東京営業部長及び福岡支社担当）

●オフィシャルサイト（http://www.n-dricom.co.jp/）

執行役員

池本

幸司（関西支社長及び名古屋・広島支社担当）

●ｅ-shinro（ http://www.e-shinro.com/ ）

（経営管理担当）

ウェブサイト

●オープンキャンパス・体験入学を探そう！
従業員数

（ http://opencampus-guide.jp/)

107 名（2014 年 4 月 1 日現在）

●Dolce Vita（ http://www.web-dolce.com/ ）

事業所

●人材派遣（ http://www.n-dricom.co.jp/jinzai/ ）

東京本社

●進活サポートクラブ（ http://www.shinkatsu.net/ ）

札幌支社

●エコキャンパス（http://www.n-dricom.co.jp/ecocam/)

仙台支社

●その他

名古屋支社
関西支社

主要取扱媒体

広島支社

〈新聞媒体〉

福岡支社

●全国紙●地方ブロック 3 紙●全国各地方紙

バンコクオフィス

〈雑誌媒体〉
●月刊誌●週刊誌●各種専門誌●フリーマガジン●その他

関連会社

〈電波媒体〉

株式会社ドリコムベスト

●全国主要 TV・ラジオ●FM 放送●その他
〈インターネット〉

許認可

●e-shinro.com●バナー●メール配信●その他

特定労働者派遣事業
厚生労働大臣届出番号

特 13-312933

有料職業紹介事業
厚生労働大臣許可番号

●ドリコムアイ .net（ http://dricomeye.net/ ）

13‐ユ -080480

主なクライアント
●全国の国公私立大学･短期大学 様●全国の専修学校･各種学校 様
●全国の予備校 様●留学関連機関 様●青山商事 様●コナカ 様
●京都きもの友禅 様●スクロール 様●その他一般企業 様
当社媒体
●ドリコムブック〈大学・短期大学進学ガイド〉●ドリコムブッ
ク〈専門学校オールガイド〉

主な取引銀行
●りそな銀行 様●三菱東京 UFJ 銀行 様●みずほ銀行 様●商工
中金 様
主な仕入先
●凸版印刷 様●大日本印刷 様●日本紙パルプ商事 様●三菱製紙
販売 様●新生紙パルプ商事 様●西濃運輸 様●電通パブリックリ
レーションズ 様●郵便事業 様●東武デリバリー 様●毎日新聞社 様
●中日新聞社 様
書店取次
●日教販 様●共栄図書 様

●ドリコムブック〈進学エントリー〉
●医療・教育・福祉・健康
系オール学校ガイド●Dolce Vita（ドルチェヴィータ）

加入団体

●ドリコムメール●その他

● ( 社 ) 日本広告審査機構●東京広告業健康保険組合
● 日本広告業厚生年金基金●東京商工会議所●豊島法人会

沿革

所在地

1970 年 東京都千代田区にて創業｡

●東京本社

学習研究社企業関係代理店に。

〒171-8582

｢私立大学・短期大学進学オリエンテーション｣
（現：

東京都豊島区高田 2-17-22 目白中野ビル

大学・短大進学ガイダンス）開催｡

電話：03-6746-0050（代）FAX：03-6746-0052

1971 年 ｢各種学校進学オリエンテーション｣（現：専門学校
進学ガイダンス ）開催｡

●札幌支社
〒060-0002

1972 年 毎日新聞社専属代理店に｡

札幌市中央区北二条西 4-1 北海道ビル

1974 年 季刊｢進学ゼミナール｣
（現：ドリコムアイ）を創刊｡

電話：011-222-3781（代）FAX：011-241-5903

1975 年 ｢進学ゼミナール｣生徒版創刊 ( 現：大学・短大・

●仙台支社

専門学校各種ガイドブックの前身 )｡

〒980-0014

1978 年 大阪支社開設（現関西支社）｡

仙台市青葉区本町 1-11-2

1979 年 名古屋支社開設｡

電話：022-224-3223（代）FAX：022-261-5919

1980 年 福岡支社開設｡

●名古屋支社

1981 年 創立 10 周年

〒450-0003

札幌支社開設｡
1982 年 ＳＳシリーズ「看護医療系」（現：医療・教育・福祉・

ＳＫ仙台ビル

名古屋市中村区名駅南 1-16-28

NOF 名古屋柳橋ビル

電話：052-571-3281（代）FAX：052-571-3288

健康系オール学校ガイド」創刊。

●関西支社

本社を東京都新宿区に移転。

〒532-0003

広島支社開設｡

大阪市淀川区宮原 3-4-30

ニッセイ新大阪ビル

1984 年 仙台支社開設｡

電話：06-6399-0888（代） FAX：06-6399-0666

1987 年 高校訪問専従スタッフを配置｡

●広島支社

1988 年 ｢進学準備号｣( 現：進学エントリー ) を創刊｡

〒730-0032

1991 年 創立 20 周年。

広島市中区立町 2-25 ＩＧビル

｢中央企画センター｣から｢日本ドリコム｣へ社名変

電話：082-240-4711（代）FAX：082-240-4700

更｡

●福岡支社

1999 年 Web サイト｢e-shinro｣の開設｡
関連会社｢ドリコムベスト｣の創設｡
2001 年 創立 30 周年
労働者派遣事業､有料職業紹介事業を開始｡

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南 1-2-3 博多駅前第１ビル
電話：092-474-2138（代）FAX：092-471-1250
●日本留学アジアセンター（タイ バンコク）

2003 年 女子学生対象フリーマガジン「Dolce Vita」創刊｡

DRICOM Asia Center for J-Study (J-DACS)

2008 年 本社を東京都豊島区に移転。

77/254 Rajthevi Tower, 12th Floor, Phayathai Rd.,

2010 年 環境事業を開始｡

Rajthevi, Bangkok 10400.・in Lai Brothers Corporation

「Dolce Vita」Web 版スタート｡

Co.,Ltd.

タイ・バンコクでの留学事業「日本アジア留学セ

タイ国内からの電話：08-2700-0513

ンター」スタート。

日本国内からの電話：+66-8-2700-0513

2011 年 創立 40 周年｡
東京ドームプリズムホールにて「大学進学博」を

●関連会社

開催

株式会社ドリコムベスト

2012 年 タイ・バンコクにて｢日本留学ガイダンス｣を開催

〒168-0074
杉並区上高井戸 1-24-20

シモヤマ第２ビル４階

電話：03-6379-6511（代）

