
株式会社コラボラボは、「女性社長.net」の運営を通じて、

女性経営者の皆さまの事業の発展と継続をサポート。

規模、業種の垣根を越えたコラボレーションの機会を提供します。

■お問い合わせ 株式会社コラボラボ（女性社長.net編集部）http://colabolabo.co.jp/ TEL：03-3524-7244

日本最大級の女性起業家の為の祭典、女性社長300人が集結するイベン
ト「J300」を2009年から毎年開催。

“女性社長300人が不況を吹っ飛ばす”を合言葉に、横浜市長林文子氏を
はじめ、竹中平蔵氏、秋元康氏など著名人も参加。現在は全国各地の女
性社長の協力のもと、地方でのミニJ300開催、J300アワード表彰を実施
しています。2013年度より、J300と同時開催で、内閣府共催の「企業×
女性起業家マッチングイベント」も開催中。

女性経営者300人集客イベント「J300」
2009年より開催

女性経営者事業継続支援
女性経営者2800名以上をネットワーク ※2020年1月時点

■経営お役立ち情報、仕事・ビジネスコーディネート案件情報、セミナー/イベント情報配信
[実績]
Facebook社、西友、デル、日本経済新聞社、三井不動産レジデンシャル、外資系IT企業、
大手化粧品会社、国内大手携帯通信会社、大手百貨店（五十音順・敬称略） など多数

■「女性社長.net」女性起業家紹介サイトの運営
・女性起業家・個人事業主の事業継続支援
・全国の女性起業家情報発信
・女性経営者への有益情報の配信
（企業からの仕事情報、講演ゲスト・メディア取材対象募集など）

■女性起業家経営支援活動
[プロジェクト実績]
・Facebook社の日本における女性支援事業「＃起業女子」のパートナー提携
・国内/海外のダイバーシティ事情リサーチ、戦略提案
・一部上場大手化粧品会社の社内活性および新事業開発プロジェクト
・文部科学省EDGE-NEXT次世代アントレプレナー育成プロジェクト（お茶の水女子大学プログラム）

Facebook社の女性支援事業「＃起業女子」プロジェクト

「#起業女子」は、Facebook社が世界各国で実施している女性起業家支援のCSRプロジェクト。
2016年9月より日本でも活動を開始し、Facebook社と女性社長.netが協力して取り組んでいま
す。全国各地で、女性起業家や起業を目指す女性を対象に、Facebook・Instagramのビジネス
活用に関するマーケティング・セミナーを開催。これまで42都道府県で320回以上のセミナーを
実施、4100名以上の女性が参加しました（2020年1月時点）。

セミナー開催予定
こちらから→

97.9%

「#起業女子」セミナーに参加した女性のうち…

■ #起業女子セミナーに
満足した

96.3%

■#起業女子セミナーを
他の人に薦めたい

■学んだことを、自分の
ビジネスに活用したい

※2017年2月～2020年1月の期間に日本国内で開催されたセ
ミナー参加者のアンケート結果を集計（回答数：3058人）
。

99.0%

【メルマガ登録受付中】全国の女性社長の最新情報をお届け！

隔週木曜配信。女性経営者向けに厳選された情報をお届け
しています。時にはメディアの取材対象者募集やお仕事に
つながる案件をご案内することも！
メルマガ会員の方も女性社長データベースに情報掲載が可
能です。女子大生のインターン受け入れに興味がある方も
ご登録ください。

女性経営者・個人事業主の方限定

「女性社長.net NEWS」

女性経営者以外の方向け、不定期配信。女性社長.netの取
り組みや、最新の女性起業家事情をお届けしています。
女性起業家とのコラボのきっかけにも。
起業を目指す方はもちろん、メディア関係や大手企業の方
にご登録頂いています。

その他、女性起業家に興味がある方へ

「コラボラボ通信」

メルマガ登録はこちらから→

登録無料 登録無料



女性社長.netは、女性社長探しをするメディア関係者、発注･コラボレーション先を探す企業の皆様、女性社長を応援したい

方々、起業を目指している方々などが注目している、女性経営者･個人事業主の皆様をご紹介するサイトです。

20 代～40代を中心とした現役女性社長に特化し、会員数は約2800名（※2020年1月現在）。

女性社長.net 会員の皆様の情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、

女性社長の皆様の最新情報を発信しています。取材対象者を探すメディアの方・コラボ相手を探す企業の皆様にお役立て頂

くとともに、事業主が多く集まることで悩み相談・サポートをしあえる仕組みや、お仕事につながるきっかけをご提供する

ことで、女性経営者・個人事業主の皆様の事業継続をサポートします。

女性起業家の皆さまへ 女性社長.netサービス概要

女性社長 . n e t の会員になると…

大手企業からのオファーをご紹介するビジネスコーディネートや、人材確保のお悩みに人材
紹介やインターン紹介など、オプションサービスもあります。その他

情報収集
取材･講演依頼やお仕事情報など、女性社長向けの厳選された情報をお届けします。有料会員の方には優先的に情報を
お届けするほか、限定情報もあります。

情報発信
女性社長.net会員2800名の他、法人やメディア関係者から一般の方まで女性経営者以外の方4500名以上にも広く情報
を周知することができます。

交流
毎月1回ペースで開催する少人数の交流会や有料会員限定メーリングリスト等を通じ、気軽な悩み相談、お得な情報交
換などが可能です。会員同士の交流が活発に行われています。

女性社長.net会員種別
※2014年9月より新規有料会員登録は既に有料会員の方からの招待制となっております。
有料会員登録をご希望の方は、メルマガ会員としてご登録頂き、女性社長.net主催のイベント・セミナーにまずはご参加ください。

メルマガ会員（無料）
女性社長向け編集記事やイベント･セミナー情報の他、大手企業からのお
仕事情報やメディアからの取材対象者依頼など、お得な情報をお届けしま
す。女性社長データベースに会社情報をご掲載いただくことができます。

通常会員（会費：¥3,000/月、¥30,000/年）
女性社長.netのサービスをフルでお得にご利用いただけます。
メディアからの取材依頼などの限定情報を速報でご紹介したり、女性社長
向けイベントへの優先招待や参加時の特典もあります。

女性社長.net会員向けサービス一覧 2017年10月現在 メルマガ会員 通常会員

女性社長.net

女性社長一覧（データベース）掲載 △
※基本情報のみ・リンクなし

○

女性社長.net でプレスリリースの発信 ¥2,000/回
○

※月1回まで無料

メールマガジン購読 ○ ○

メールマガジンでの情報発信
女性社長.netFacebookページでの投稿

¥3,000/回
（臨時便¥5,000/回）

○
※年４回まで無料

メディアからの取材・お仕事依頼 応募は無料
※決定時マージン発生

優先紹介
※決定時マージン発生

女性経営者向けイベント
参加時の特典

J300への優先参加 ― ○

女性社長Bar/ランチ（リアル）
正価

¥5,000～
○ テーマ希望

¥3,000～

女性社長Bar/ランチ（WEB交流会）
初回のみ無料

2回目以降¥1,000
無料

その他経営支援セミナー 随時 随時

Wooooomen's!
インターンプログラム

女子学生の紹介 無料 無料

インターン期間120時間 ¥30,000 ¥10,000

有料会員限定メーリングリスト ― ○

女性社長・個人事業主の方は以下の流れでご登録下さい。

女性社長.net右上の「メルマガ登録」＞「女性社長.net NEWS 配信登録」をクリック

※メルマガ会員登録後、女性社長一覧（データベース）への登録が可能です。

会員お申込み

QRコードから

会員登録→

「女性社長」でWEB検索

http://joseishacho.net/
女性社長 検索



全国2800名以上の女性起業家をつなぐ女性社長.netのネットワークを活かし、「企業×女性起業家」のマッチングや

コーディネートを行っています。

女性社長ならではの目線やアイデアが、組織やプロジェクトにスパイスを加えます。社内のアイデアだけでは物足りない、

これまでとはひと味違った商品・サービスを開発したい企業の皆様は是非ご活用ください。

その他、随時女性社長.netの主催イベント（女性社長参加イベント）へのご協賛プログラムがございます。

「女性社長の目線やアイデアを事業や商品開発に活かしたい」「女性社長とのコラボに興味がある」「CSRとして女性活躍を

応援したい」こんな要望がある企業の皆様は、ぜひ女性社長.netのサポートパートナーになってください。

女性社長.net（http://joseishacho.net/）＞ 女性社長とコラボしたい企業の方へ＞ 女性社長.netサービスメニュー

をご覧いただき、「お問い合わせはこちら」からご連絡下さい。

女性社長向け情報発信プラン

女性社長に対して情報発信をしたり、女性社長の傾向や
要望をリサーチしたい時におすすめのプランです。

発注先コーディネートプラン

新たな取引先を発掘したり、女性社長にお仕事依頼が
したい時におすすめのプランです。

プロジェクトチームプラン

ご要望に応じてプロジェクトチームを編成します。
女性社長のアイデアで社内の問題解決をしたい時に
おすすめのプランです。

女性起業家と企業の取引促進を行うイベント「企業×女性起業家マッチングイベント」も開催

大手企業のサプライチェーンに女性起業家の参加を促進。女性のエンパワーメント原則（WEPs）第五原則の促進に向け、
政府と連携し企業と女性起業家のマッチングイベントを開催しています。

[過去参加企業例（順不同・敬称略）]
株式会社イトーキ／株式会社NTTドコモ／エバラ食品工業株式会社／株式会社JTBコーポレートセールス／資生堂ジャパン株式会社
／株式会社シーボン／株式会社日本旅行／SOMPOホールディングス株式会社／東京急行電鉄株式会社／株式会社ミス・パリ／
株式会社リクルートホールディングス／株式会社三越伊勢丹／オイシックス株式会社／オムロン株式会社／東京地下鉄株式会社
など

女性社長.netの活動をサポートしてくださる企業の皆さまを募集中です！

女性社長たちに
サポート企業情報をお届け

女性社長向けメルマガでの発信と、
サンプル配布やアンケート回収も可
能。多くの女性社長に貴社サービス
を知ってもらうことができます。

貴社事業に、
女性社長ならではのアイデアを

専門性、小回りの利く対応、妻・母
など多様な顔をもつ女性ならではの
目線を持つ女性社長たちとのコラボ
をアレンジします。

女性社長を応援する
企業としてご紹介

サポート企業として、女性社長.netに
社名とロゴを掲載します。
その他、イベントへの協賛プランも
ございます。

女性起業家とコラボしたい企業の方へ 女性社長.netのマッチングサービス

年間サポートプラン

女性の活躍を応援する企業としてアピールできます。
女性起業家向けイベントやプロジェクトを実施したい
企業さまにおすすめのプランです。

女性の社外取締役人材紹介サービス

女性の社外取締役人材を紹介するサービスです。希望する人材像及びニーズをヒアリングの上、相応しいビジネス
経験・専門知識・資格を有する社外取締役・役員候補を選定･紹介します。



2011年APEC WES（女性と経済サミット）
イノベーター賞受賞

1976年オーストラリア生。‘99年株式会社リクルートにて営業・新規事業

および事業企画を経験後、2006年㈱コラボラボ設立。

「女性社長.net（会員約2800名）」、「J300」など女性社長を応援する

企画に注力。2011年APEC WESにてイノベーターとして表彰。2013年内

閣府・男女共同参画局女性のチャレンジ賞受賞。

2014年ForbesJapan「未来を創る日本の女性！フォーブスが選ぶ10人」

内閣府・男女共同参画局重点方針専門調査会 委員など公職多数。

近著「女性社長が日本を救う！」（マガジンハウス発行）

株式会社コラボラボ 代表取締役／お茶の水女子大学 客員准教授

横田 響子

著書『女性社長が日本を救う！』たくさんの女性社長さんをご紹介しています！

女性社長たちの生き方に学ぶ、新しい時代の乗り切り方
女性社長の皆さまよりたくさんの元気を頂いてきた横田響子が送る、日本全体へのメッセージです。

女性社長の皆さまより学んだ「新しい時代の乗り切り方」とともに、「J300」がいかに生まれたのか、

本にまとめさせていただくことができました。

まだまだ世の中に「女性社長」の数は多くありませんが、「女性社長が増えれば、日本も元気に！」

そんなメッセージとともに多くの方に元気をお届けできる本になっています。

是非お手に取って頂けると幸いです。

紀伊國屋WEBストア、hontoサイト
などで好評発売中！

『女性社長が日本を救う！』

著者：株式会社コラボラボ 代表取締役
横田響子

発行：株式会社マガジンハウス
定価：1,365円（税込）

■目次
１．働き方を変えてみよう
２．「コラボラボ」を立ち上げるまで
３．「３００」で日本をもっと元気に
４．女性は社長に向いている
５．女性社長たちが教えてくれる全員に必要なこと
６．やりたいことを見つけるために
７．これからの「コラボラボ」

【主な講演実績】
内閣府、外務省（パリ）、東京大学、お茶の水女子大学、明治大学、
阪南大学、専修大学、富山県、福井県、港区、世田谷区、横浜市、
日本経済新聞社ウマノミゼミナール、大手化粧品会社 など多数

【主なメディア出演・掲載】※主な実績のみ
■TV

NHK「クローズアップ現代」「日本のジレンマ」「サキどり」
「Bizスポ」「Good Job!会社の星」
テレビ朝日「朝まで生テレビ！」「津田大介 日本にプラス」
日本テレビ「NEWS ZERO選挙」
スタジオ出演他、取材多数

■新聞
日本経済新聞、朝日新聞、東京新聞、ジャパンタイムス、読売新聞、
毎日新聞、日経産業新聞、産経新聞 地方紙 など

■雑誌
Forbes Japan、文藝春秋、日経WOMAN、 AERA 、PRESIDENT、
財界、Oggi、月刊BOSS、Domani など

【受賞歴】
2011年 APEC 女性と経済サミット（サンフランシスコ）開催

イノベーター賞

2013年 内閣府・男女共同参画局 女性のチャレンジ賞

2014年 ForbesJapan
「未来を創る日本の女性！フォーブスが選ぶ10人」に選出

2016年 WIN Inspiring Women Worldwide Award受賞

【その他 国の審議会など】
国・行政のあり方を考える懇談会委員
行政改革推進本部 歳出改革重要課題検証WG委員、行政事業
レビュー、中小企業庁創業補助金全国審査員、男女共同参画会議
重点方針専門調査会委員、厚生労働省働き方に関する政策決定
プロセス有識者会議、地方制度調査会、
財政制度等審議会財政制度分科会 など

朝日新聞
2011.1.3

読売新聞
2014.8.3

コラボラボの実績

代表プロフィール


