
会社紹介資料

社長のための
経営課題解決メディア

〜全国の経営者に、課題解決のヒントを発信し続ける会社です〜

WizBiz株式会社



ＷｉｚＢｉｚ株式会社 会社概要
代表者 代表取締役社⻑ 新⾕ 哲
本社所在地 東京都港区芝5丁⽬16番7号 芝ビル3F
創業年⽉⽇ 2010年9⽉1⽇ （会社設⽴：2010年8⽉26⽇）
主な事業内容 ・社⻑のための経営セミナー情報サイト「WizBiz」の企画・運営

・ビジネスマッチングサイト「WizBiz」の企画運営
・BtoBマーケティング⽀援事業（セミナー集客・リード獲得）
・経営者限定ビジネスマッチングアプリ「BizOn!」の企画・運営
・経営者限定「異業種交流会」の企画・運営
・経営者向けセミナーの企画・運営
・官公庁とのビジネスマッチングサービス冊⼦の企画・発⾏
・経営コンサルティング事業

従業員数 14名
資本⾦ 41,524,000円
取引⾦融機関 みずほ銀⾏、三井住友銀⾏、芝信⽤⾦庫など

【私たちの目指す社会】

■⽇本経済を中⼩企業が担い、ベンチャー企業が次々と出てくる世の中を作り、
⽇本経済が発展している状態を作ります。

■全ての⼈財が⾃⾝の可能性にチャレンジできる環境、かつ、
失敗を繰り返してもチャレンジし続けることができる環境を作ります。

■世界へのチャレンジがしやすい環境を整え、結果として、
世界に数多くの企業がチャレンジでき、成功できている状態を作ります。
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弊社代表著書「社⻑の孤独⼒」
（⽇本経済新聞出版社）



20万社以上の経営者層が登録する、
社長・経営者向けウェブメディア・サービス・アプリを運営
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経営セミナー情報サイト
｜WizBiz

上場社⻑インタビュー
メディア｜経営ノート

経営者限定ビジネス
マッチングアプリ｜BizOn!

他に、売上拡⼤、マーケティング、⼈材採⽤・育成、など、
企業の課題解決のために200以上のコンテンツを経営者にお届けしています。

ビジネスマッチングサイト｜
WizBiz（2022年10⽉オープン）



WizBizが運営・協力する、社長インタビューメディア
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インターネットラジオ番組《Podcast》
「社長に聞く！in WizBiz」

弊社代表の新⾕が、
毎週、経営者をお招きし、
インタビューを⾏う番組です。
毎週⽔曜⽇に配信中。
《これまでの主なご出演者》

松井 忠三 氏 （良品計画）
堤 裕 氏 （紀文食品）

森下 篤史 氏 （テンポスホールディングス）
吉田 直人 氏 （イオレ）

秋好 陽介 氏 （ランサーズ）
山本 敏行 氏 （ChatWork）
古俣 大介 氏 （ピクスタ）

鈴木 清幸 氏 （アドバンスト・メディア）
鵜飼 裕司 氏 （ＦＦＲＩ）

高野 茂久 氏 （パルマ）
上田 祐司 氏 （ガイアックス）

富田 直人 氏 （イノベーション）
湯野川 孝彦 氏 （すららネット）
清水 貴久 氏 （シルバーライフ）

《これまでの主な取材先》

高山泰仁氏 （旅工房）
仲 暁子氏 （ウォンテッドリー）
出雲充氏 （ユーグレナ）
大倉忠司氏 （鳥貴族）
正垣泰彦氏 （サイゼリヤ）
上田祐司氏 （ガイアックス）

中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21
コラム「起業の先人に学ぶ」

中⼩企業基盤整備機構が運営するサイト
「J-Net21」に、弊社代表の新⾕がインタ
ビュアーを務める取材記事が掲載中です。
【J-Net21サイトURL】
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/columninterview/interview/predecessor2018/
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20万社を超える会員登録数
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2010年 2013年 2016年 2019年 現在 (22年12月)

会員数 57,154 117,540 166,456 187,120 225,842



会員登録者の属性 〜 ７５％が社長、10％が役員 〜
役職（有効回答：60,595社） 業種（有効回答：56,663社）

従業員数（有効回答：28,475社） エリア（有効回答：68,829社）
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経営セミナー・ウェビナーに、

年間22,000名以上の経営者を集客！

☆開催テーマ例☆

◆新規事業 ◆事業承継・Ｍ＆Ａ ◆海外進出 ◆資金調達 ◆PR・広報 ◆人材育成

◆ＩＴ・モバイル ◆出版 ◆人材採用 etc･･･
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当社主催のオンライン講演会に登壇いただいた講師陣 （抜粋）

・2023年 2月 福岡ソフトバンクホークス前監督 工藤公康氏

・2022年 1月 神田昌典氏
・2022年11月 アパホテル 社長 元谷芙美子氏
・2022年10月 元衆議院議員 杉村太蔵氏

・2022年 9月 ビジネス・ブレークスルー 会長 大前研一氏

・2022年 7月 アスクル 創業者 岩田彰一郎氏
・2022年 6月 ヤッホーブルーイング 社長 井手直行氏
・2022年 5月 ダイヤ精機 社長 諏訪貴子 氏
・2022年 4月 吉野家ホールディングス 会長 安部修仁氏
・2022年 4月 サイボウズ 社長 青野慶久氏
・2022年 3月 北の達人コーポレーション 社長 木下 勝寿 氏
・2022年 3月 ドムドムフードサービス 社長 藤﨑忍氏
・2022年 2月 リンクアンドモチベーション 会長 小笹芳央氏
・2022年 2月 コモンズ投信・会長 渋澤健氏
・2022年 1月 東レ・元取締役 佐々木 常夫 氏
・2021年11月 獺祭の蔵元・旭酒造 会長 桜井博志氏
・2021年10月 タニタ・前社長 谷田大輔氏
・2021年 8月 ジャパネットたかた・創業者 高田明氏
・2021年 7月 カレーハウスCoCo壱番屋・創業者 宗次徳二氏

・2021年 6月 ワークマン・専務取締役 土屋哲雄氏
・2021年 6月 スターバックスコーヒージャパン・元CEO 岩田松雄氏
・2021年 5月 株式会社良品計画・名誉顧問 松井忠三氏
・2021年 5月 ネスレ日本・元社長 髙岡浩三氏
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０円ビジネスマッチング

ビジネスマッチングの機会も《無料》でお届けします！

ZOOM交流会・
名刺交換会

ビジネスマッチング
アプリ

Facebookオンライン
経営者交流会

経営者同士の出会いがある
「交流会」

毎日5人の経営者をご紹介
する無料アプリ 「BizOn!」

約３万人の経営者に情報を発
信できるFacebookグループ。

↓ すべて無料でご参加・ご利用いただけます！ ↓

ビジネスマッチング
サイト

20万社に商材を宣伝できる、
常設のオンライン展示会

「WizBiz」



これまでの主な業務提携先・お取引先 （50音順）

《官公庁》
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構

（経済産業省所管）

《⾦融機関》
あぶくま信⽤⾦庫
九州ひぜん信⽤⾦庫
新庄信⽤⾦庫
仙南信⽤⾦庫
福島銀⾏（福朋会）
⼭形中央信⽤組合

《⼀般企業・団体（続き）》
株式会社⾃由国⺠社
株式会社グローバルウェイ
株式会社ZUU
株式会社ネオキャリア
株式会社博報堂
パーソルキャリア株式会社
株式会社ビズリーチ
ファーストキッチン株式会社
株式会社フォーバル
フジテレビラボLLC
ProFutre株式会社（HR Pro）
株式会社プロントコーポレーション
株式会社ベーシック
株式会社マネーフォワード
ラーニングエッジ株式会社
レカム株式会社
やる気スイッチグループ

その他、1,000社（団体）以上

《⼀般企業・団体》
株式会社アクロネット
株式会社ＥＣＣ
オリックス⾃動⾞株式会社
株式会社オークファン
カシオ計算機株式会社
株式会社クレディセゾン
KDDIコマースフォワード株式会社
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WizBiz株式会社 本社オフィスMAP
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〒108-0014
東京都港区芝5-16-7
芝ビル 3F

TEL:03-6809-3845

tel:03-6809-3845

