きょうの創造

あすの共感

Company profile 会社概要

私たちは「情報共感企業」です。
情報の「送り手」と「受け手」を結ぶ、
「情報の創り手」が「情報共感企業」です。
わたしたちは、
「情報共感企業」として、
「弊社出版物での PR・弊社イベントでの PR」
「クリエイティブ・メディア
を活用した PR」
「各種マーケティング・各種申請業務」
「人材・学校運営ソリューション」などの事業を推進して行
きます。

教育機関の学生募集広報・入

適性検査、進学先選び、進路選び情報の提供

試広報業務及び関連業務など

進路先や進学先相談

大学・短期大学・専門学校・その
他スクールなどの学校情報の提供

学部設置・改組など
申請関連業務・調査業務

AO 入試・推薦入試・センター
入試・地方入試・一般入試な
ど入試情報の提供
周年事業、学園広報、職員採
用、学内業務委託など

理科教室、課外教室の運営

入学後の教育費用、学生保険

学生用アパート・マンション

奨学金などの情報提供

自動車免許、就活用スーツ
成人式・卒業式用着物、卒業
旅行などの情報提供

学校事業

留学生就職支援
キャリア支援など

学生募集広報、入試広報と一緒に、教育機関の学生募集をお手伝いします。さらに、改組、新学部・
学科の設置、市場調査、教職員の人材提供や業務委託、周年事業など、ワンストップで教育機関様の
お悩みを解決いたします。

進学事業

大学・短期大学・専門学校などに進学を希望する高校生や保護者に対して、さまざまな自社メディア
やマスメディアにより進学情報を提供します。上位校を目指す中学生とその保護者、小学生からの
STEM 教育のため理科教室なども行なっています

新生活事業 奨学金、教育ローン、学生保険など保護者の方が関心を持たれる情報から、就職や就活に関わる情報、
さらに一人暮らしや自動車免許、卒業式の袴や卒業旅行など就職前の学生生活に必要な情報を提供し
ていきます。

私たちはお客様に共感していただけるサービスを
提供いたします。
日本ドリコムは、学校、進学、新生活の事業を行っています。学校事業では、進学先の教育機関様に、学校運営の様々なソリュー
ションのご提供を。進学事業では、進学情報誌、進学相談会を通して全国の高校生に進学情報をご提供しています。また高
校生の保護者の方には進学情報に加え教育費や奨学金などの情報をご提供しています。新生活事業では、進学先での学生生
活を豊かに過ごすための新生活情報もご提供しています。日本ドリコムは、今後も豊富な経験とノウハウを活かし、お客様
と価値を共有し、お客様のニーズに最適で「共感」いただけるサービスをご提供いたします。

サービス内容
学校事業

■高校生の進路意識調査、高大接続・高大

■周年事業、メディアリリース、記念誌等の作成、記念品

連携、学内改組・認可のコンサルティング

等の制作、学園 PR、入学案内作成、法人案内、学内報・寄

■国内の高校生とその保護者への PR、日

付告知業務、オープンキャンパスグッズ、懸垂幕、交通広告、

本語学校への海外学生の紹介、小・中学

マスメディア、映像、ウェブ、ＶＲ、その他制作

生の保護者への PR、推薦入試、AO 入試、

■医務・入試広報業務委託、教育機関様の各部署への人材

ほか

センター入試・一般入試、地方入試、新課程入試などの

派遣・人材紹介、臨床心理士、キャリアカウンセラー、講

PR

師の人材紹介

ほか

ほか

■オープンキャンパス、入試説明会、地方入試の運営業務

■インターンシップ受け入れ、検定資格提案、留学生就職

ほか

支援、キャリア講演、進路講演

進学事業

ドリコムブック・Web

進学相談会・イベント

■「専門学校オールガイド」発行

■専門学校進学ガイダンス

■「学問分野 / 職業・資格カタログ」発行

■国公私立「大学進学博」

■「女子校生のための進学なび。」発行

■医療系総合ガイダンス

■「大学・短期大学進学ガイド」発行

■国公私立大学・短期大学進学ガイダンス

■ Web「e-shinro」 ■ Web「ドリコムアイ .net」
（教師用）

■ワクスク（Work&School）

■ Web「オープンキャンパス・体験入学を探そう」

■商業高校フェア

■ Anybot For College

■部活応援「進路相談フェア」

■入試広報 Expert

■ドリコム・デジタル・ライブラリー

■ミラ☆ツクフェスティバル

ほか

ほか

ほか

新生活事業 ■留学生就職フェア ほか

■一人暮らしの部屋探し■成人式スーツ・着物■自動車免許取得■引っ越し■受験勉強■受験生の宿
■飲料水■栄養補助食品■基礎化粧品 など高校生・大学生への生活情報の提供■卒業式用袴

ほか

日本ドリコムの歩み
1970 年 東京都千代田区にて創業

2001 年 創立 30 周年

学習研究社企業関係代理店に

労働者派遣事業､ 有料職業紹介事業認可取得

｢私立大学・短期大学進学オリエンテーション｣

教育機関に特化した人材ビジネスを開始

（現：大学・短大進学ガイダンス）開催
1987 年 全国に高校訪問専従スタッフを配置
高等学校からの要望を収集する組織を構築
1991 年 創立 20 周年
｢中央企画センター｣ から ｢日本ドリコム｣ へ社名変更
1999 年 関連会社 ｢ドリコムベスト｣ の創設

2008 年 本社を東京都豊島区に移転
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」を開催
2020 年 創立 50 周年
本社を東京都中央区に移転

会社概要
商

所在地
■東京本社

号：株式会社 日本ドリコム

英 字 名： NIHON DRICOM CO.,LTD.
本

社：東京都中央区新川 1-28-44

T

E

L ：03-6746-0050（代表）

F

A

X：03-6746-0052

U

R

L：https://www.n-dricom.co.jp

創

新川 K・T ビル

東京都中央区新川 1-28-44 新川 K・T ビル
TEL：03-6746-0050（代表）FAX：03-6746-0052
■札幌支社
〒 060-0002

立：1970 年（昭和 45 年）5 月

札幌市中央区北二条西 4-1 北海道ビル

資 本 金：38,007 千円
役

〒 104-0033

員：代表取締役

小林

淳一郎

TEL：011-222-3781（代表）FAX：011-241-5903

取締役副社長

   

森田

直樹

取締役

池本

幸司

■仙台支社

取締役   

小野

史年

宮本

一生

執行役員

菊地

歩

執行役員

池辺

理恵

■名古屋支社

執行役員

梅田

美登世

〒 450-0003

               監査役

〒 980-0014
仙台市青葉区本町 1-11-2 ＳＫ仙台ビル
TEL：022-224-3223（代表 )  FAX：022-261-5919

従業員数：100 名（2020 年 6 月 1 日現在）

名古屋市中村区名駅南 1-16-28NMF 名古屋柳橋ビル

事 業 所：東京本社

札幌支社

仙台支社

関西支社

広島支社

福岡支社

TEL：052-571-3281（代表）FAX：052-571-3288

名古屋支社

関連会社：株式会社ドリコムベスト

〒 532-0003

許 認 可：一般労働者派遣事業
厚生労働大臣許可番号

派 13-305801

有料職業紹介事業
厚生労働大臣許可番号

■関西支社

13‐ ユ -080480

主要取引先：
●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
●佐田 様●その他一般企業 様
取扱媒体 :

大阪市淀川区宮原 3-4-30 ニッセイ新大阪ビル
TEL：06-6399-0888（代表）FAX：06-6399-0666
■広島支社
〒 730-0032
広島市中区立町 2-25 ＩＧビル
TEL：082-240-4711（代表）
  FAX：082-240-4700
■福岡支社
〒 812-0016

〈新聞媒体〉●全国紙●地方ブロック 3 紙●全国各地方紙

福岡市博多区博多駅南 1-2-3 博多駅前第１ビル

〈雑誌媒体〉●月刊誌●週刊誌●各種専門誌●フリーマガジン

TEL：092-474-2138（代表）
  FAX：092-471-1250

●その他
〈電波媒体〉●全国主要 TV・ラジオ● FM 放送●その他
〈インターネット〉● e-shinro.com ●バナー●メール配信
●その他
取引銀行 :
●りそな銀行 様●三菱 UFJ 銀行 様●みずほ銀行 様
●商工中金 様
主要仕入先 :
●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●西濃運輸 様●プレジデント社 様●日本郵便 様
●ＪＴＢ 様●毎日新聞社 様●中日新聞社 様●産経新聞社 様
書店取次 :
●日教販 様●共栄図書 様
加入団体 :
● ( 社 ) 日本広告審査機構●東京広告業健康保険組合
●東京商工会議所●京橋法人会

■関連会社
株式会社ドリコムベスト
〒 168-0074
杉並区上高井戸 1-24-20 シモヤマ第２ビル４階
TEL：03-6379-6511（代表）

