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DFの企業支援は
伴走支援が最初の一歩

 確かなバックグラウンドの企業OBが多数支援

 創業以来の豊富な支援実績

 複数の成長支援プログラムを用意

 ベンチャー向けの業務委託料水準
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 企業支援本部組織

 商 号 一般社団法人 ディレクトフォース
 活 動 教育事業支援 企業支援活動 各種研究活動など
 設 立 ２００２年９月
 代表理事 段谷 芳彦
 所 在 地 東京都港区新橋1-16-4 りそな新橋ビル

 企業支援グループ
 コンサルティンググループ
 スタートアップ支援グループ

会社概要
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 支援企業数推移
 業種・業態の多様性
 営業支援成功例
 その成功の要因
 DF支援で強みを発揮している分野例
 最先端企業が期待するDF支援
 支える支援メンバー

過去20年の支援実績
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一括請求サービス会社

企業に共通のメリットある経費
管理サービスで、大手機械メー
カー・小売企業・食品製造会社
への導入が実現。
２０名ぐらいの会員が紹介に貢
献している。キーパーソンにア
クセスできたのが強み。

動画広告製造配信
サービス会社

支援期間が10年以上に及ぶDF
では紹介実績の多い会社で成長
支援レベルで成功できている例
となっている。
マツダ・ダイワハウス・ファン
ケル・日本郵船他多数。

福利厚生サービス会社

サービス提供のプラットフォー
ムは優位なポジションにある。
DFでは永年支援してきた。
個別企業ではYKK、セールス
フォース、地方自治体などの有
力先を紹介している。

飲食店発注システムほか
ネット系サービス提供会社
10年以上の支援継続 紹介も
さることながら、支援メンバー
（三菱電機・NTTコミュニケー
ション・富士通・ANAなど）の
経験・知見による商品開発・営
業戦略などのアドバイスによる
経営への貢献が大である。

メンタルヘルスケア
サービス会社

業界でもユニークな「現場
型」・「出張型」の休職者・復
職者支援。
同種「部屋型」サービス導入大
手企業からの乗り換え実績多数。

良書ダイジェスト配信
サービス会社

（SEDENDIPー新刊図書(日本
の図書、未翻訳海外図書)ダイ
ジェスト版のオンライン配信を
中心としたコンテンツ企画制作
事業）

経費節減支援
サービス会社

紹介企業との密接な関係が必要
であるが、DF側の会員探索の
奏功と支援企業の営業努力によ
り、積水化学など大手への導入
が実現。また経営トップとコン
タクトできる中堅企業への導入
も実現。

企業支援本部
支援社数

2019年 45社
2020年 49社
2021年 43社
2022年 48社

企業支援実績例
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全国の医者の90％30万
人を組織化した医療従
事者情報サイト企業の
子会社です。このグ
ループの組織力を活用
し、従業員を適切な医
療機関に繋ぐ機能を果
たします。健康経営の
ツールとなります。

Ａ
社

デジタル化の進展によ
り、データ量が急増し
ていますが、大きな
データを迅速簡単に解
析出来る米国発のシス
テムを日本国内展開す
る企業です。

Ｂ
社

全国に社員寮・リゾー
ト・ビジネスホテルな
どを展開する会社。
良質な社員寮を提供す
ることにより、採用の
確保に貢献し、リゾー
ト・ホテルを活用した
福利厚生プランで、社
員の定着に貢献する。

Ｃ
社

コロナ下において、テ
レワークが普及してい
ますが、「遊び」を通
じて、オンライン体験
型のチームビルディン
グは図っている企業で
す。例えば入社決定者
のフォローに活用され
ています。

Ｄ
社

ドローンの運用面の開
発・受託を行う企業で
す。工場のロボティッ
クス化対応しています。
東洋経済のすごいベン
チャー100社並びに編
集部厳選７社に選出さ
れました。

Ｅ
社

企業の中堅・役員クラ
スに対するコーチング
をする企業です。
コーチングを通じて、
受講者に気づきを与え
ることにより個人のマ
ネジメント能力向上を
図っています。

Ｆ
社

喫煙所の環境整備並び
に喫煙所内のディスプ
レイ広告を運営する企
業です。所内のモニ
ターカメラ画像のアプ
リ配信により、密の回
避、行列待ち時間の軽
減を図ります。

Ｇ
社

トイレの最適化を50年
追求している会社。IT
技術を駆使したトイレ
の節水、センサーによ
る忘れ物や意識喪失を
感知する安心トイレ、
災害ボランティアを通
して作り上げた災害用
簡易トイレなどを提供

Ｈ
社

－DFは最先端の企業から支援を求められています－

支援開始の最新８企業の紹介
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CISCO｜DNP｜GMOコイン｜JFEスチール｜JR東海｜JR東日本｜JUKI｜JXTG｜KDDI｜NEC｜SCSK｜UBS銀行
アウディジャパン｜アサヒ飲料｜旭硝子｜朝日生命｜アサヒビール｜味の素ゼネラルフーヅ｜味の素冷凍食品
アデランス｜アルテリアネットワーク｜アルプス物流｜安藤・ハザマ｜飯野海運｜岩谷産業｜ウシオ電機｜旺文社
岡村製作所｜岡谷鋼機｜オリンパス｜花王｜カナデン｜カルピス｜京セラコミュニケーションズ｜共立メンテナンス
近鉄エクスプレス｜クボタ｜クレスコ｜クレハ｜京王電鉄｜京急ストア｜京急百貨店｜ケーズデンキ｜合同製鉄
ゴーゴーカレー｜ゴールドウィン｜サッポロビール｜サントリー｜三和シャッター｜ジョイカルジャパン
商船三井｜昭和電線｜信越化学工業｜信金中央金庫｜神鋼商事｜スバル｜住友金属鉱山｜住友電工｜積水樹脂
全日空商事｜セールフォース｜双日｜ソニー｜ソニーファイナンシャル｜損保ジャパン｜大成建設｜大日本塗料
第四銀行｜大和ハウス｜高砂エンジニアリング｜千葉興銀｜ツガミ｜テルモ｜デンソウセールス｜東横イン
トクヤマ｜凸版フォームズ｜ナイガイ｜中村屋｜なとり｜日産自動車｜日新製鋼｜日清紡｜ニッセン｜日本IBM
日本NCR｜日本経済新聞｜日本製紙｜日本生命｜日本通運｜日本ハム｜ニトリ｜ノジマ電気｜野村不動産｜ノーリツ
パイオニア｜パイオニア販売｜ハウス食品｜博報堂DYパートナーズ｜パソナ｜パソナパナソニック｜日立製作所
ヒューレットパッカード｜ファミリーマート｜ファーストリテイリング｜富士ゼロックス｜富士ソフト｜富士通
富士フィルム｜ブリヂストン｜古川電工｜北陸銀行｜ホシザキ｜本田技研工業｜前田建設｜マツダ｜マツモトキヨシ
マルエツ｜丸紅｜丸紅情報システムズ｜みずほ銀行｜三井食品｜三井住友建設｜三井住友信託銀行｜三井製糖
三井製糖｜三井物産｜三菱UFJ銀行｜三菱地所コミュニティ｜三菱自動車工業｜三菱重工業｜三菱商事｜三菱電機
三菱マテリアル｜ミライトH｜ムラヤマ｜明治｜メタルワン｜ヤクルト｜大和証券｜大和証券｜ライザップ｜楽天
理研｜良品計画｜他多数

（日本語読み順・敬称略）

企業支援で紹介した主な企業
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ー企業に合った形態が選べますー

営業支援タイプＡ

 月次定額
 期間１年

営業支援タイプＢ

 個別紹介料
を設定

営業支援タイプＣ

 成約時
成功報酬を
設定

 契約の基本形はA＋B＋Cの３本立て契約となります
 月次定額・紹介料・成功報酬額もしくは率は個別に状況に応じて定めます

支援プログラム・契約形態
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 提供商品・サービスの評価
 新規性・独自性・競争力・実績
 経営者熱意・信頼性・期待値
 営業体制評価・財務力評価
 DF会員親和性・実績評価

審査項目の例示

支援契約のプロセス
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（日本IBM）大水 一弥
企業支援本部 本部長

（日新製鋼）織田 文雄
企業支援本部 副本部長

（日本生命）得丸 英司
コンサルティング Group

（リクルート）高橋 宜治
スタートアップ支援 Group

（西武百貨店）大村 光彦
企業支援本部

（日本IBM）森川 紀一
企業支援本部

（丸紅）

企業支援本部

（日本IBM）

企業支援本部

（日本IBM）

企業支援本部

（ブリヂストン）

大崎 晃久

企業支援本部

2022/12/12

企業支援本部チームの紹介

新庄 正彦

田崎 慎

梅本 邦彦

企業支援本部

（帝人）早川 泰宏
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J X TG｜N T T｜S C SK｜朝日生命｜アサヒビール｜味の素｜アルプス物流｜伊藤忠商事

イトーヨーカドー｜宇部興産｜オリックス｜花王｜キユーピー｜熊谷組｜古河電工｜サッポロ

資生堂｜信越化学工業｜住友金属鉱山｜住友商事｜住友林業｜西武百貨店｜双日｜ソニー

損保ジャパン｜ダイエー｜大日本印刷｜太平洋セメント｜帝人｜電源開発｜東京電力

東京トヨペット｜東芝｜東レ｜日産自動車｜日新製鋼｜日本IBM｜日本経済新聞｜日本ユニシス

ハウス食品｜バクスタージャパン｜パソナ｜パナソニック｜日立製作所｜富士ソフト｜富士電機

富士フイルム｜ブリヂストン｜ブロードリーフ｜毎日新聞｜松坂屋｜丸紅｜みずほ銀行｜三井化学

三井住友銀行｜三井住友信託｜三井物産｜三菱UFJ銀行｜三菱化学｜三菱重工業｜三菱商事

三菱信託銀行｜三菱電機｜三菱マテリアル｜モービル石油｜リクルート｜ローソン｜他

（日本語読み順・敬称略）

企業支援活動に参加する
会員層200名の主な出身企業
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終
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