


提供するソリューション

NewsPicksが強みとする「コンテンツ力」「有識者ネットワーク」を活用した
ソリューションを提供します

社内外の情報をワンストップ
で、従業員に届けられる次世
代社内メディアサービス。コン
テンツを通じた従業員エン
ゲージメントの向上やタレント
の見える化、組織活性化を可
能にします。

通常の研修では教えてくれな
い、「最前線の方」による「最
先端テーマ」を動画として提
供します。加えて自社独自動
画の制作も可能です。オンラ
インだけでなく、オフラインで
の研修やイベントの企画・提
供も可能です。

第一線で活躍するVCの方、
大企業からベンチャーを立ち
上げた方から「ビジネス創
造」「協業するベンチャーの
評価方法」等を学ぶプログラ
ムを提供します。
＊3ヶ月間で12回実施を想定

社内限定版
NewsPicks

MOOC
研修・イベント

スクール
プログラム



社内から「挑戦者（イントレプレナー）」を増やしたい
その結果、連続的なイノベーションを起こす組織へ

我々が実現したいこと

関係の質

思考の質

行動の質

成果の質

組織の成功循環モデル

提唱：マサチューセッツ工科大学　ダニエル・キム教授

①社内限定版NewsPicks
●コミュニケーションの量を増やす
●情報のシェアを増やす

→インナーブランディング、従業員エンゲージメ
ントUP

①

②

③

②MOOC / 研修やイベント
●情報を繋げる為の切り口、視点を養う
●有識者から刺激を受け、発露する

→知識のアップデート、熱量を上げる

②③スクールプログラム
●オープンイノベーションの方法を学ぶ
●ベンチャーと会える場の提供

→新しいビジネスを生み出す



社内限定版NewsPicks
組織風土を改革する 

インナーブランディングプラットフォーム 



社内外の情報をワンストップで配信し、コンテンツを起点としてインタラク
ティブなコミュニケーションを実現

ワンストップで配信

世界中のニュース
(社外情報)

社内広報
(社内情報)

従業員

専門家
コメント
(解説)

社員
コメント
(解説)

社内外の情報をワンストップに届けるプラットフォーム



世の中のインナーブランディングにおける課題

社内へコンテンツを発信しても、読まれているか、
組織が活性化しているか分からない。 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

全社員がちゃんと読む 
インフラがない 

配信コンテンツ 
づくりが大変 

コミュニケーションが生
まれない 

経営者・広報・人事 



3つの仕組みが、インナーブランディングを機能させる

プラット
フォーム

コンテンツ
コミュニティ

(仕組み)

✓若者でも読むスマホアプリ  
✓社内外の情報をワンストップに発
信できる機能 

✓他者のコメントを通して理解を深
める仕組み 
✓コンテンツに対する反応が可視
化 

✓日々更新されるニュース記事  
✓社内向けコンテンツづくりを強力
にサポート 



①社内報を読まないような層も読むプラットフォーム

スマホで日々使うニュースアプリだからこそ、プラットフォームとして機能
する

年齢・役職

紙、メール、社
内ポータルで読

む層
アプリ、スマホ

だから
読む層



そもそも、インナーブランディングって？ 

Inner Branding Outer Branding
組織風土改革・人材育成 サービス差別化・ロイヤリティ向上

組織と従業員の矛盾を解消し、共通目標へ向かわせること 

社外(顧客・消費者)の
ファンをつくること

社内(社員)のファン
をつくること



参考：モバイルに時間をかける比率は年々増加し、従来の
紙やメールの社内報は読まれなくなっている 

メディア総接触時間の構成比 時系列推移（1日あたり・週平均）：東京地区

出典：博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 「メディア定点調査2017」



②会話の起点になるコンテンツを日々提供

貴社自身でコンテンツを投稿することも、ニューズピックスのコンテンツ
制作のプロが作ることも可能です

社内情報

社長
メッセージ

・
部署紹介

・
MVP紹介

・
ナレッジ紹介

etc

ブランド
浸透記事企画

・
イベント企画

・
研修企画

・
新規事業創出
プログラム企画

etc

社外情報

広報人事作成 NP制作 NP独自記事提携メディア

※別見積もり など、100媒体以上



③コンテンツからコミュニケーションを生み出す仕組み

自分では理解できない情報も、他者の視点で理解が深まる

社内情報

社外情報

社外の有識者

社内の有識者
社長インタビュー 

営業ナレッジ 

MVPインタビュー 

MBA生紹介 

プロピッカー・一般ユーザー 記事コメントコンテンツ



提供価値

社内報とニュースが同じ場所で
みれるため、ニュースに触れる
機会が増えます

社内外のプロピッカーの
コメントで視座を高められます

ニュースと合わせて社内報を展
開できるため、社内メディアとし
てのコンテンツ数を担保できま
す

記事とコメントを通じ、現場と経
営者の距離感を縮めることが
可能です

他部署にどんなヒトがいるの
か、記事とコメントで可視化す
ることができます

従業員エンゲージメントや企
業文化の浸透度をアンケート
で図り、PDCAを回せます

社員がもっと
ニュースを読
むように

有識者の
コメントで

視座が高まる

コンテンツ量
が担保できる

従業員エン
ゲージメント
が高まる

経営者への
理解度が
高まる

従業員が
見える化
される

6つの価値



事例：組織風土改革のプラットフォームとしての活用

効果①

2ヶ月間でeNPSが大きく向上

効果②

プラットフォーム上での出会いか
ら新事業プロジェクトが発足

大手製造メーカーでの事例



事例：スマホ版社内報としての活用

大手総合商社での事例



MOOC / 研修・イベント

NewsPicksの有識者ネットワークを活用した
動画サービス、研修・イベントのご提案



動画eラーニングで知識を習得

最前線で活躍する有識者が経験された実務、最先端の情報を
「いつでも・どこでも」知ることができる



動画eラーニングの特長

Point1 Point2
3分×10本（合計30分）
で本1冊分の学びを

最前線で活躍する
有識者による講義

Point3
いつでも/どこでも

学習できる

NewsPicksのPRO PICKER（有識者）ネットワークを活用し、制作
隙間時間に学習しやすい構成、デバイスにて提供



修
正
中現時点での動画ラインナップ

左記に加え、2週間に1本
（30分）のペースで動画を
アップロードしていく。またご
要望に応じて貴社独自動画
を作り、アップすることも可
能。

タイトル 登壇者

いまさら聞けないグロースハックの基礎知識 Kaizen Platform CEO　須藤憲司

いまさら聞けないネット広告の基礎知識 Kaizen Platform CEO　須藤憲司

次世代飲食店マーケティング ミナデイン　代表取締役社長　大久保伸隆

すべての「商売人」のためのマーケティング講座 ヤフー　エバンジェリスト　井上大輔

デジタルメディアグロースハック論 NewsPicks　取締役　佐々木紀彦

ファイナンスと会計のリアル・ノウハウ 経営共創基盤　ディレクター　豊田康一郎

ファイナンス思考入門ー脱PL脳ー ジニフィアン　共同代表　朝倉祐介

ポストスマホ時代のメディア論考 ピクシーダストテクノロジーズ　CEO　落合陽一

ビジネスパーソンのための編集講座 NewsPicks　取締役　佐々木紀彦

クリエイティブマインド入門 インフォグラフィック・エディター　櫻田潤

人生を変える数学プログラミング入門 サイエンス作家　竹内薫

ビジネスパーソンのための新規事業開発講座 アルファドライブ　CEO　麻生要一

英語学習2.0 GRIT　CEO　岡田祥吾

アマゾンCEOから学ぶ経営学入門講座 立教大学ビジネススクール　教授　田中道昭

超簡単クリエイティブディレクター講座 GO　代表取締役　三浦崇宏

ポスト平成時代のキャリアイノベーション論 エッグフォワード　代表取締役　徳谷智史

生命科学のいま ジーンクエスト　代表取締役　高橋祥子

日本3.0 令和j時代の生き方 NewsPicks　取締役　佐々木紀彦

CxOへのキャリアルート エッグフォワード　代表取締役　徳谷智史

新時代のプロティアン・キャリア形成術 法政大学　教授　田中研之輔

2週間に1本（30分）のペースで動画をアップロード
加えてご要望に応じて、貴社同時動画を制作することも可能



修
正
中今後の開発ラインナップ

No. カテゴリ テーマ（仮）

1 新規事業系 大企業における新規事業の作り方

2 新規事業系 シリアルアントレプレナーの事業の作り方

3 新規事業系 VCの視点から見た事業の見方

4 失敗系 偉人の新規事業失敗談

5 失敗系 偉人のM&A失敗談

6 失敗系 偉人の提携失敗談

7 M&A系 PMIの失敗からみる難所

8 M&A系 VCのバリュエーション

9 M&A系 グローバルM&Aの難所

10 Tech系（潮流） Deap Learningの世界

11 Tech系（潮流） Health Techの世界

12 Tech系（潮流） Fin Techの世界

13 Tech系（潮流） ブロックチェーンで実現する世界

14 Tech系（潮流） 仮想通貨が流行る理由

15 Tech系（潮流） Car Techの世界

16 Tech系（潮流） Home Techの世界

17 Tech系（潮流） モビリティの世界

18 Tech系（潮流） ドローンの未来

19 Tech系（潮流） 宇宙産業が熱い

20 Tech系（潮流） MaaSがもたらす世界

21 Tech系（潮流） コミュニティが流行っている理由

No. カテゴリ テーマ（仮）

22 リベラルアーツ系 歴史から読み解く戦略

23 リベラルアーツ系 アートから物事の見方を知る

24 リベラルアーツ系 古典を知る

25 テクノロジー系 経営者でもプログラミングを知っておくべき理由

26 デザイン系 デザインとは？

27 キャリア系 人生100年時代におけるキャリアとは

28 キャリア系 自分を理解するとは

29 モチベーション系 仕事を辞めたい...でもまだやれる

30 モチベーション系 モチベーションをあげる

31 モチベーション系 上手く上司をマネジメントする方法

32 創造系 SF作家が描く未来を知る

33 創造系 物を繋げる「編集力」とは

34 創造系 落合陽一の頭の中

35 新人研修系 ビジネスマナー（挨拶、名刺、電話etc）

36 スキル系 受注を高めるプレゼン

37 スキル系 クロージングってやってる？

38 スキル系 アポ取りの極意

39 スキル系 リード獲得の極意

40 スキル系 考えるとは？

41 スキル系 ビジネスパーソンに求められる財務会計



修
正
中企業研修・イベントご相談ください

ご要望を踏まえ、200名以上の
PRO PIKERから最適な登壇者を選び、
研修・イベントをプロデュースします

お気軽にご相談ください

NewsPicksが
企業研修・イベントをプロデュース



研修・イベント事例（大手メーカー）

再生を
思考する

新しい事業を
思考する

未来を
思考する

目的

テーマ 陳腐化した
ビジネスモデルの再生

大企業で
イノベーションを
生み出す方法

デジタル
トランスフォーメーション

ー大企業における
デジタル化推進ー

狙い

停滞していく産業の中で、発
想や考え方を変えて再生させ
た内容から、基盤事業の再生
についての発想、ヒントを得る

新規事業を作っていくことが
求めらている中で、大企業ゆ
えの課題や難所の乗り越え
方、方法論などをインプットし
ていただく

デジタルビジネスを推進して
いく中で、組織をどう変え、加
えてDXが進んだ先の世界に
ついて認識いただく

講師
候補案

バルミューダ
取締役社長　寺尾  玄氏　

パナソニック
執行役員　馬場  渉氏

Tably
代表取締役　及川  卓也氏

時間 講演60分＋質疑応答30分



講師プロフィール

Tably株式会社　代表取締役　及川  卓也氏  
早稲田大学理工学部を卒業後、日本DECに就職。営業サポート、ソフトウェア開発、研究開発に従
事し、1997年からはMicrosoftでWindows製品の開発に携わる。2006年以降は、GoogleにてWeb検索
のプロダクトマネジメントやChromeのエンジニアリングマネジメントなどを行う。2015年11月、技術情
報共有サービス『Qiita』などを運営するIncrementsに転職。17年6月より独立し、プロダクト戦略やエ
ンジニアリングマネジメントなどの領域で企業の支援を行う。19年1月Tably株式会社を創業

パナソニック株式会社　執行役員　馬場  渉氏
2017年4月よりパナソニックへ移籍。執行役員コーポレートイノベーション担当。ビジネスイノベーショ
ン本部長兼パナソニックノースアメリカ副社長。2018年に新設したPanasonic βのCEOを務める。前職は
SAPシリコンバレーにあるグローバルデザイン部門でカスタマーエクスペリエンス担当バイスプレジデ
ントを務め日本のチーフイノベーションオフィサーを兼務。公益社団法人日本プロサッカーリーグ（J
リーグ）特任理事。

バルミューダ株式会社　代表取締役　寺尾  玄氏
17歳の時、高校を中退。スペイン、イタリア、モロッコなど、地中海沿いへ放浪の旅に出る。帰国後、
音楽活動を開始。大手レーベルと契約するもデビュー寸前で白紙となる。その後もバンド活動に専
念。2001年、バンド解散後、もの作りの道を志す。独学による知識と町工場での経験により、設計、
製造技術を習得。2003年、有限会社バルミューダデザイン設立（2011年4月、バルミューダ株式会社
へ社名変更）。同社代表取締役。
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Academia
Mooc

MOOCとは、動画を通じて特定の専門分野を集中的に学ぶオ

ンライン講義です。NewsPicksアカデミアでは、業界の最先端

を走る”プロフェッサー”が講義を行います。

落合陽一氏をゲストに迎え、ライブ経

済番組として『WEEKLY OCHIAI』を
配信。

テーマに即したゲストを迎え、ホワイト

ボードに囲まれた空間で出演者と番

組視聴ユーザー、観覧客が一体と

なって議論する参加型ディスカッション

番組です。

Movie
新たなビジョンを描き、行動を起こ

し、世界と日本をアップデートしてい

く人たち。

そんな「ニューエリート」たちを中 心

にカバー。

「新しい経済圏」の主役となる

ニューエリートのためのビジネス 誌

です。

Magazine

NEW TOPICS

Academia

「NewsPicksアカデミア」を最大限に体感するコミュニティアプ

リ。アプリを介して、会員同士が横のつながりをより深め、講義

に関してディスカッションや質問を投げかけることもできます。
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世界で初めてジャーナリズムとモバイル技術を組み合わせた経済メディア が、

年秋、 のグループメディアとなりました。

スタート

読者層

の主な読者は、グローバルビジネスに関わる、若手リーダー層。世界トップクラス

のジャーナリストが集結し、 か国から世界のトレンドをリポート。読者の約 ％は米国以

外という特徴があり、世界中のビジネスリーダーに情報を発信しています。

メッセンジャーのような で、

ニュースを配信

月間： 万

モバイル率：

男女比：
平均年齢：37.9歳
平均年収：10.4万ドル

版が

として

生まれ変わりました。
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NewsPicksは、経済ニュースを知るためだけのツー

ルではありません。我々はビジネスパーソンに役立

つ情報を届け、価値ある学びを提供し、ユーザー同

士の出会いの場を創る3つの価値を提供します。経

済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」と、学びと

出 会いを提 供する「NewsPicksアカデミア」。そし

て、それらをつなぐユーザー 同 士 のコミュニティ。

我々は、従来のメディアが行ってきた一方的なサー

ビスの提供ではない、ネットとリアル、専門家とユー

ザー同士が有機的に結びつくことで生まれる新しい

価値の創出に挑みます。

ニュースの理解や講義の学びを

コミュニティが深める
コメント 交流会

リアルWEB

NewsPicksが提供する3つの価値
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会員の種類

セミナー受講

リアルな交流

オリジナル記事

（有料）

ニュース・キュレーション・

コメント閲覧

講義・コメント

約9.8万人 約400万人

アカデミア会員

（5000円/月）

プレミアム会員

（1500円/月）

通常会員

（無料）

NewsPicksが提 供するサービスは、セミナー

受講やリアルな交流を求める層（アカデミア会

員）から、オリジナル記事や海外メディアの翻

訳記事などの購読（プレミアム会員）、ニュース

・キュレーションやコメント閲覧（通常会員）ま

で、読者のニーズに合わせたサービスを提供

しています。

ユーザー・ロイヤリティ

濃 薄
コミュニケーション密度

※2018年12月末時点。有料課金ユーザー数は、プレミ
アム会員数とアカデミア会員数の合計値です。

プロピッカー
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400万
人約

ユーザー会員数

※2019年3月時点

国内最大規模の経済ニュース
プラットフォーム

スマートフォン

ビジネスパーソン

経済ニュースプラットフォーム
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2つの特徴

Platformer

NewsPicksは、経済情報に特化したニュー

スキュレーションサービスです。気になる人

をフォローすることで、その人が「PICK」した

記 事 や、コメントを 読 むことができます。ま

た、ひとつのニュースに、様々な分野の専門

家など、ユーザー同士のコメントが集まるこ

とで、従来にない多角的な視点が楽しめる、

ニュースプラットフォームです。

専門家とユーザーが生み出す

多角的なニュースの読み方

NewsPicksでは、プレミアム会員向けに提

供している編集記事と、クライアントにスポン

サードしていただくブランド・コンテンツをオリ

ジナルで制作しています。それぞれに、編集

部とブランド・デザインチームが編成され、ビ

ジネスの最先端を取材するプロフェッショナ

ル集団として、価値あるコンテンツを読者に

提供しております。

ビジネスの最先端を

独自取材で届けるプロ集団

Publisher
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「PICK」のしくみ

1
PICKされた記事は「コメント」とともに、

フォロワーにレコメンドされる。

2 PICKと同時に、FacebookやTwitterにも

記事とコメントが投稿される。（任意設定）

3 PICK数やコメントが集計されて、人気

記事へと成長する。

コメントと合わせて

読むことで理解が深まる！

フォロワー
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PRO PICKER

200人のプロが
ニュースを斬る
・経済ニュースを読み解く

・政治の現場から

・テクノロジーの未来

・VR/AR
・スマートライフ

・スタートアップ最前線

・広告/マーケティング進化論

・新しい働き方

・ロボティクス

・金融ビジネス

・製造業×デジタル

・小売・流通革命

・教育イノベーション

　…And more

40分野で読み解くビジネスの最先端

https://newspicks.com/recommended
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USER ANALYTICS

性別

役職
会社
規模年齢

年収 職種

男

女

86％

14％

32.5％

意思決定層※ 1000人以上 100人未満

39％ 34％

27％
100〜999人

45歳〜

〜24歳

35〜44歳

25〜34歳

38％

32％

17％

13％

400万円未満

28.3％

400〜599万円600〜799万円

800万円以上

無回答

24.3％

17.1％ 21.4％

営業・販売

25.9％

専門職

18％
12.5％

エンジニア

マーケティング

11％
8.6％

5.7％
3.8％

14.4％

経営・
企画

研究・
開発

財務・
経理

その他

男性含有率が高く、年齢層は25〜44歳までが7割を占めます。課長・マネ

ジメント職以上の意思決定層が30％以上、平均年齢の割に高年収のユー

ザーが多いのが特徴です。また、1000人以上の大企業の利用者が39.0
％、100人未満の企業の利用者も33.8％と、幅広いビジネスマンに読まれ

ています。

※2017年4月時点（N=8751）

＊課長、部長、役員など管理職の肩書を持つユーザーをビジネスにおける意思決定層と定義
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NewsPicksを読む理由TOP10（複数回答）

関心がある分野のニュースが

読めるから

※2018年5月（N=4055）

コメントで色々な人の意見を

見れるから

知っておくべきニュースが

分かるから

仕事や生活に生かせる

情報があるから

世の中の動き・変化がわかるから

新しい発見を得られるから

ニュースに対する専門家や著名人の

考え、意見が知りたいから

質の高い経済情報が読みたいから

ここでしか得られない情報が

得られるから

忙しい中で情報をいち早く

キャッチしたいから

60.2％

43.9％

41.0％

29.9％

27.3％

24.6％

23.5％

21.5％

19.4％

17.6％




