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プラン A 女性社長向け情報発信プラン B. 発注先コーディネート（ビジネスマッチング）プラン

概要

＜女性社長に貴社商品・サービスを知ってもらうプラン＞

・メールマガジン(配信数：女性経営者限定約2800通)で情報発信
・女性社長.netフェイスブックで広告配信（フォロワー1万人以上）
・女性経営者や起業を目指す女性向けのイベント開催
・新商品のPRにご協力頂ける女性社長さんをキャスティング
・経営者であり消費者でもある女性社長に商品を試して欲しい
など。
女性社長への情報発信や、女性社長の傾向や要望を知りたい時に
おすすめのプランです。

＜女性社長に仕事を発注するプラン＞

・女性目線を活かした商品を仕入れたい
・より女性に響くWEBやクリエイティブの制作をお願いしたい
・女性社長独自の目線やアイデアが光る研修を依頼したい
など。

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。

料金
(税別)

15万円～ 5万円～

プラン ✿年間サポートプラン (10社限定） プロジェクトチームプラン ※サポート企業限定

概要

＜女性の活躍を応援する企業としてアピールできるプラン＞
・女性社長.netとともに、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
・女性社長の生き方や働き方といったライフスタイルを参考に、
事業や商品開発に活かしたい
・女性社長に商品サービスを知ってもらいたい
・CSRとして女性の活躍を応援したい

女性社長.netならびに女性社長を応援する10社限定プラン

＜ご要望に応じてプロジェクトチームを編成するプラン＞

・新商品、サービス、事業開発
・女性の採用（新卒、幹部、社外役員）、教育
・社内の活性化
・販促提案 など。
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。
※年間サポートプラン契約企業のみ対象となります。

料金
(税別)

50万円／150万円 30万/月～

プラン 女性の社外取締役人材紹介サービス （成功報酬形式）

法人向けメニューのご案内

全国3200名以上（2023年4月現在）の女性経営者をつなぐ女性社長.netのネットワークを活かし、「企業×女性社長」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もの足りない、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様は是非ご活用ください。
随時女性社長.net主催イベント（女性起業家参加イベント）のご協賛プログラムもございます。

その他、女性の社外取締役を求める企業を対象に、ビジネス経験豊富な女性を紹介する「女性の社外取締役人材紹介サービス」もございます。
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を選定･紹介します。
興味のある方はお問い合わせください。

法人向けメニュー 一覧

※2023年4月時点のサービスメニューとなります。
随時、価格・内容の変更がございますので都度お問合せください。
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A.女性社長向け情報発信プラン（メルマガによるイベント告知・キャスティングなど）

＜女性社長に貴社商品・サービスを知ってもらいたい時におすすめ！＞
・女性社長.net会員向けメールマガジン（配信数：女性経営者限定約3200名以上）で情報発信
・女性経営者や起業を目指す女性向けのイベント開催
・新商品のPRにご協力頂ける女性社長さんをキャスティング など。

専用バナー
掲載

A-①②プラン
編集部特別企画の
記事ページへリンク

ご予算に応じ、基本プランにオプションメニューを追加してご利用頂けます。

200～300字
程度の記事専用

タイアップページ

A-③プラン
専用バナー掲載
専用タイアップ
ページへリンク

※A-①②プラン：記事トップリンク７日、A-③プラン：トップページへのバナー掲載３０日保障

女性社長.net ホームページ

※取得するアンケート内容は、下記の回答数が基本です。
・選択肢回答のみなら、10問まで
・自由回答のみなら、5問まで（50字以内の回答：4問、300字以内の回答：1問）
・300字以上の自由回答のみなら、2問まで

オプション 金額（税別）

アンケート（30名）※ ¥160,000

キャスティング（3名） ¥100,000

サンプリング（30名）
商品・サービスを実際に試してもらう場合

¥600,000

サンプリング（30名）
商品・サービスを試して、感想ももらう場合

¥900,000

イベント開催（30名）
企画、運営費

¥600,000

基本プラン 金額（税別）

【A-①情報配信２回プラン】
臨時便メルマガ2回（または、メルマガ配信3回）
＋トップページに記事リンク

¥150,000

【A-②情報配信２回＋SNS広告プラン】※SNSレポート付き
メルマガ配信1回＋臨時便メルマガ1回＋Facebook広告
＋トップページに記事リンク

¥200,000

【A-③プラン】A-①＋タイアップページ
メルマガ配信3回（臨時便２回）+タイアップページ制作掲載

¥650,000
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B.発注先コーディネート（ビジネスマッチング）プラン

＜女性社長にお仕事依頼がしたい時におすすめ！＞
・女性目線を活かした商品を仕入れたい
・より女性に響くWEBやクリエイティブの制作をお願いしたい
・女性社長独自の目線やアイデアが光る研修を依頼したい
など、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。

※ご利用にあたっては、編集部の審査がございます。内容によってはご利用をお断りさせて頂く場合もありますのでご了承ください。
※7営業日以内にリスト提供をご希望の場合は、＜特急料金＞を別途設定させて頂いておりますのでご相談ください。（7営業日以内→1.5倍、3営業日
以内→3倍）
※知名度が高い女性社長さんや実績が豊富な女性社長さんをご紹介する場合は別途料金となりますのでご相談ください。
※初めてのお取引となる企業様は、前金とさせて頂く場合もございます。
※本プランで女性社長.netが関わるのは女性社長さんのご紹介までとなります。お仕事スタート後に発生したトラブルなどについては、当事者同士で話し
合いをお願い致します。

プラン プラン内容 面談セッティング お支払い

B-①プラン
￥50,000
(税別)

提案してくださる女性社長がいるか知りたい。ライトにお試し。
【候補者の選考】
メルマガで受注希望の女性社長を募集します。
女性社長.netによる選考はありません。
【リスト数】
受注を希望する女性社長の応募状況次第となります。
【リストの内容】
社名・名前は非公開、実績・料金目安・強みを一覧にして
ご提供します。

最大3名までの
面談日程を調整します。

女性社長リストご提供の時点で請求書を発
行致します。
初取引の場合は、前金とさせて頂きます。
応募者が0件の場合、料金は発生しません。

B-②プラン
￥100,000

(税別)

最低３社保証。女性社長.netによるおススメ人材もピックアップ。
より的確な発注先・パートナー企業をご希望の際に適しています。
【候補者の選考】
メルマガで公募+有料会員さんを中心に、
おすすめの女性社長さんを女性社長.netが厳選します。
【リスト数】
女性社長.netが厳選した、女性社長3社のリストアップを
保証します。
【リストの内容】
社名・名前は非公開、実績・料金目安・強みを一覧にして
ご提供します。

最大3名までの
面談日程を調整します。
（4名以上の場合は、別
途料金：2万円/人）

女性社長リストご提供の時点で請求書を発
行致します。
初取引の場合は、前金とさせて頂きます。
保証リスト数に満たない場合は料金は発生し
ません。

女性社長さんへのお支払いのとりまとめも承
ります。
※別途手数料がかかります。
手数料（～上限5万円）はご請求金額により
変動します。
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✿年間サポートプラン （10社限定）

＜女性社長.netとともに企画を実施したい企業様、女性社長に商品・サービスを知ってもらいたい企業様におすすめ！＞
・女性社長.netとともに、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
・女性社長の生き方や働き方といったライフスタイルを参考に、事業や商品開発に活かしたい
・女性社長に商品サービスを知ってもらいたい
・CSRとして女性の活躍を応援したい
こんなご要望がある企業の皆様は、是非年間サポートパートナーをご検討ください。

上記プラン内容は、初回のご契約のみとなります。2年目以降もご継続される場合は内容が変更になりますのでご了承ください。

サポート企業プラン 内容

①プラン

50万円
(税別)

◼サポート企業ページにロゴ掲載（1年間）
サポート企業の専用ページにロゴとリンクを設定します。

◼ メルマガ配信：2回（女性社長.netメルマガ約2800名の会員向け）
女性社長会員に向け、PR情報を2回発信いただけます。

◼女性社長.net Facebook(フォロワー1万人以上)での広告配信：１回
フォロワーの女性社長に加え、カスタマイズしたターゲットに有料広告を配信します。

◼発注先コーディネート：1回
メルマガで発注に適した女性社長を募集します。

◼女性起業家とのマッチングイベント等、弊社主催イベントへ優先的にご案内
※マッチングイベントのプレゼンセッションへご参加いただく場合、J300パーティーへのご参加も招待い
たします。

②プラン

150万円
(税別)

上記①プランの内容に加え…

◼女性社長.netトップページにロゴ掲載（1年間）
◼ タイアップページ制作＋メルマガ配信：3回
３名の女性社長に商品・サービスを試して感想をもらい、タイアップページに反映することも可能。※商
品はご提供をお願いいたします。

◼女性社長.net Facebook(フォロワー1万人以上)での広告配信：1回
フォロワーの女性社長に加え、カスタマイズしたターゲットに有料広告を配信します。

◼発注先コーディネート：2回
メルマガで発注に適した女性社長を募集します。

◼女性社長30名からのアンケート収集:１回
女性社長30名にアンケート実施し、タイアップ記事にデータを反映することも可能。

カスタマイズした案件対応
（プロジェクトチームプラン）
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プロジェクトチームプラン

＜中長期プロジェクト：新事業・新サービス開発から広報プロジェクトや社内活性化施策など、プロジェクト型で対応＞
個別の女性社長紹介ではなく、３か月以上にわたり実施するプロジェクトの企画・ディレクションを女性社長．netが対応します。
お客様の社外スタッフとしてご担当者様と密にコミュニケーションをとりながらプロジェクト運営に関わります。
※本プランは、年間サポートプラン契約企業のみ対象となります。

詳細をヒアリングさせて頂いた上で、最適なプランをご提案・お見積りさせて頂きます。

＜受託ジャンル＞
新商品、サービス、事業開発／女性の採用（新卒、幹部、社外役員）、教育
社内の活性化／販促提案

プロジェクトフィーの目安

【例】プロジェクト（3ヵ月）の目安
企画+事務局立ち上げ+運営費=125万円～

※各項目の概算目安
• 企画費： 30万～
• 事務局運営費（フル稼働）50万/月～
• プロデューサー稼働費 5万円/月～

コラボラボのプロジェクト受託実績
◆自治体・行政主催の女性経営者に特化したイベントの企画運営：
竹中平蔵氏、村木厚子氏、秋元康氏といった著名人をゲストに迎え、横浜市や内閣府といった公的機関とも共催。
◆大手通信会社の会員向けサービスのコンテンツ開拓及び事務局の立ち上げ・運営
◆大手化粧品メーカーでの年間を通じた社員のベンチャーマインド育成プログラム
◆老舗陶器会社の働く女性向け新商品開発、販促プランの策定
◆新聞社 新事業のクラウドファンディングサイト、スタートプロジェクト選定およびコンサルティング
◆上場企業からのリサーチ案件。ダイバーシティ施策を国内外株主対策に活用する施策リサーチ

※サポート企業限定



専門性、小回りが利く対応、
女性の経営・消費者目線が自慢です。

女性社長たちとのコラボをアレンジします。

ワークライフバランス
・共働き夫婦のためのライフスタイルを提案するセミナー開催をする女性社長
・ワークライフバランスのコンサルティング

ダイバーシティ
・国内外の女性活躍促進事情に精通し、講演会やイベント開催などを通じて
女性社長と企業のコラボを精進する女性社長

アウトソーシング
・子育てなどフルタイムで働くことができないハイキャリア女性を企業に紹介
している女性社長

リブランディング
・下町の繊維工場とコラボ。青森の草履職人さんも巻き込み、おしゃれな布
草履をプロデュース。ショップも出店し、世界に発信するブランドになる。その
他にも町おこしのイベント企画なども多数手掛ける女性社長

新商品開発
・地方の商工会議所とのコラボ。男性ばかりの会議でファシリテーションを行
い「売れる商品」のアイデアを引き出すことで全国にPR効果の高いお土産も
のを開発した女性社長

ママ・キッズ向け ・全国５万人以上の主婦ネットワークを持つ女性社長

女子向け
・女子会サイトを運営。独自のネットワークを活かし商品開発や販促提案を行
う女性社長

海外 ・中国で市場から販路開拓まで提案する女性社長

サイト制作
・女性向けデザインを得意とし、ブランディングやツール制作などあらゆる提
案が可能な女性社長
・大手不動産販売会社など、大手企業のサイト制作実績多数の女性社長

SEO
・大手外資系広告代理店で数々の広告戦略やマーケティングに携わってき
たキャリアを活かし、SEO対策を低価格で提供する女性社長

販促ツール

・丁寧なコミュニケーションでクライアントに寄り添い、満足度の高い制作提案
を行う女性社長
・広報、PR、広告の仕事に長年携わり、PRと広告双方のメリットデメリットを熟
知しているからこそ低予算でも大きな効果を生む提案をおこなう女性社長

映像

・クライアントは金融を中心にメーカーや学校まで多岐にわたり、ほとんどが
紹介とリピート。面白かった！と社員から反響が寄せられる研修用マニュア
ルなど実績多数。映像業界一筋でキャリアを重ねプロデューサーが天職な女
性社長

イルミネーション
・女性は少数派なイルミネーション業界で、デザインから施工管理までトータ
ルに手掛ける女性社長

コンテンツ
・保育施設を運営する大手企業の会報誌でコンテンツ制作したファイナンシャ
ルプランニング業の女性社長

販
促

ク
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実績紹介
採用 ・経営戦略分野の人事コンサルティングを専門とする女性社長

人材育成
・開発した新人教育のためのアプリが、大手化粧品会社で採用された女性社
長
・企業の女性活用ニーズに特化し、スキルアップ研修や女性活用コンサル

接客マナー
・声と言葉でパワフルに輝くビジネスパーソン育成で活躍する、元アナウン
サーの女性社長

レシピ開発

・レシピ開発だけでなく、大手企業とのコラボでオリジナルエプロンも開発して
いる女性社長
・地元のご当地食材を使用したオリジナルベーグルも販売。地元のみならず
全国にファンがいる人気ベーグルテンを経営する女性社長

食育
・文字の読めない幼児から大人まで、日本の食文化を遊びながら学べる「食
育かるた」を手がける女性社長

健康志向

・スペイン産のオリーブオイルを中心に、健康志向のお客様に支持される商
品を輸入販売する女性社長
・世界的ミスコンの公式栄養コンサルタントの著書でも紹介された、ヘルシー
な甘味料アガベシロップを輸入販売女性社長

ママ・キッズ向け

・子育て中の在宅ワークを支援する通販サイトを運営。現役パパ・ママのアイ
デアを活かした商品開発でキッズ・デザイン賞を受賞した女性社長
・肌触りがよく伸縮性に優れた素材を使用し、妊娠中や授乳中にも活躍する
おしゃれなインナーを手掛ける女性社長

働く女性向け
・大手流通会社の商品公募で採用された家事便利グッズを手掛ける女性社
長

エシカル

・国際フェアトレードラベルに認証されたゴールドを用いたジュエリーを手掛
け、百貨店に常設店舗をオープンした女性社長
・南青山と名古屋にも店舗をオープン。メディア出演も多数で注目を集める女
性社長

女子向け

・大手企業との取引実績多数。女性の悩みを雑誌とコラボで商品化し、テレ
ビ通販にも展開した女性社長
・全色は繊維メーカーの営業で自称「生地オタク」。肌触りや使い勝手の良さ
にもこだわったおしゃれな部屋着を手掛ける女性社長

40代以上の女性向け
・アメリカの老舗バッグメーカーと取引し百貨店に卸す。40代以上の女性向け
雑誌での通販も好評で目利き力が自慢の女性社長

ペット
・オーストラリアに本部を置くドッグトレーニング事業の日本法人。犬のことな
らなんでもおまかせ！な女性社長

健康志向
・冷え取り健康法を実践するためのシルク靴下やインナーを手掛ける女性社
長。大手ECサイトでの受賞暦も複数あり

介護
・目標は全国200拠点！大阪で訪問介護ステーションを５支店運営し東京に
も進出した女性社長

クールジャパン

・江戸職人の伝統技法を活かしたクールな和ジュエリーを手掛ける女性社長
・廃業寸前の老舗あられ工場を救った！女性ならではの感性で若者や外国
人にも人気のあられを手掛ける女性社長
・多くのメディアにも取り上げられ話題に。ぬいぐるみ専門旅行代理店を運営
する女性社長
・はずれにくいピアスキャッチを発明し特許も取得したアイデア女性社長
・日本のものづくり技術を活かし、スマホアクセサリーから３Dプリンターまで手
掛ける女性社長

事業のジャンル

人
材

食

商
品
開
発



女性社長一覧 女性社長. n e t に登録している個性豊かな女性社長のみなさんです。
登録者約3200名（2023年4月現在）の中から300名のデータをご覧いただけます。

▼女性社長.netトップページ（http://joseishacho.net/ ）で、[女性社長一覧] をクリック

女性社長.netとは？＞
ビジネスコーディネートプラン

詳細＞ お問い合わせ＞

http://joseishacho.net/member/
http://joseishacho.net/
https://joseishacho.net/about/
https://staging.joseishacho.net/siteadm/corporation/
https://staging.joseishacho.net/siteadm/corporation/
https://www.colabolabo.co.jp/contact


COLABOLABO INC,  All rights reserved.

イベント実施プラン

Ａ．貴社ご希望テーマを
主とした企画の場合

※女性事業主限定＋α（応相談）

Ｂ．弊社主催・共催イベントへの
ご協賛

20万円～
※運営規模に依る

企画費
※イベント内貴社特別枠実施（ブー

ス、登壇）の際、発生

150万円
事務局稼働3か月

その他費用
会場費、飲食、ゲスト費など

別途費用
※300名規模イベントで原価約300万～

費用目安（＊下記は概算です。別途お見積りさせていただきます）

30名未満

100名程度

300名規模

45万円
事務局稼働1.5ヶ月

450万円
事務局稼働6ヶ月

各イベントごと設定
※お問合せください

本年度は、
全国各地でミニJ300を

10箇所開催。
1月に東京でJ300を実施します。

運
営
費

※

規
模
別

※参加者名簿は弊社で管理し、参加者の個人情報は原則として提供しません。
参加者への情報発信を別途実施行いたい場合は事前にご相談ください。

※イベント内貴社特別枠実施（ブー
ス、登壇）の際、発生

管理費 上記合計額の15%
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