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学生の立場にたって学生支援を展開する	 

＜株式会社学生のミカタ設立！＞	 

	 

世代別メディア＆マーケティング事業を展開する GMHoldings 株式会社（以下 GMH／本社：

東京都新宿区／代表：今城	 和志）は、「世代をブリッジして日本を元気に！」を合言葉に、

学生からシニアまでの世代メデイアを展開していますが、グループの原点でもある、学生

マーケットにおいて、就職不安や社会不安から学生自体が元気をなくし、将来に不安を抱

えている現状に対して、グループをあげて、学生の立場にたって学生支援を行い、少しで

も自信をもって、社会に巣立っていけるようにとの願いを込めて、株式会社学生のミカタ

（以下	 学生のミカタ／本社：東京都中野区／代表：桧田	 渉）を、この度、GMH から簡易

分割の方式で設立致しました。	 

代表取締役には、学生時代、横浜国立大学で野球部に所属し、人材採用や海外貿易業務

の業務経験を有する桧田	 渉が就任し、GMH の代表の今城和志も役員に就任しました。	 

学生のミカタは、GMH のグループ会社が運営する、学生向け情報サイト「CampusNavi

（http://www.campusnavi.com）」のコンテンツの企画・制作や、大学生向けフリーマガジ

ン「CampusNavi プレス」の企画・制作を行う他、GMH がグループで企画運営する、JCF 学生

映画祭（http://jcf.jpn.com/）等の学生向けイベントの企画・制作を通じて、人材発掘・

育成にも取り組んでまいります。また、クライアントである企業側ではなく、学生側にた

ち、学生にとって＜便利＞で＜有用な＞情報を提供する、学生向けコンテンツの企画・制

作・配信を、国内及びアジア諸国に展開することを目指してまいります。	 

	 

＜学生のミカタ会社概要＞	 

●	 会	 	 社	 	 名	 ：株式会社学生のミカタ	 

●	 本	 	 	 	 	 店	 ：東京都中野区中野 3-35-6	  STUDENTS	 CREATIVE	 VILLAGE 内	 
●	 代	 	 表	 	 者	 ：代表取締役	 桧田	 渉	 

●	 資	 	 本	 	 金	 ：500 万円	 

●	 主	 要	 株	 主：GMHoldings 株式会社（100%)	 

●	 事	 業	 概	 要：1.	 学生向けメディア・コンテンツ企画・制作事業（CampusNavi 他学



生向けコンテンツの企画・制作）	 

2.	 学生向けイベント企画・制作事業	 

3.	 学生向けコンテンツ企画・制作・配信（スマートフォンアプリ、

映像コンテンツ等）	 

4．人材発掘・育成事業	 

＜代表者プロフィール＞	 

桧田	 渉	 

1981 年生まれ。福岡市出身。横浜国立大学卒。	 

・2003 年に人材コンサルティング会社に入社。延べ 200 社以上の新卒採用に携わる。	 

管理職、新部署の立ち上げを経て、2008 年に独立し、念願であった貿易会社を設立。代

表取締役に就任。	 

・2011 年に香港法人 Ringobako	 co.ltd を設立。会長職として、日本からサポートを行う。	 

	 

	 

■学生向け情報サイト「CampusNavi」とは	 

大学生活を有意義に、楽しく過ごすための情報を中心に、入学シーズンや学園祭時には、

月間 1,000 万 PV 以上のアクセスがある国内最大級の大学生及び受験生・予備校生を対象と

した総合情報/ブロードバンドサイト（http://www.campusnavi.com）。	 

ポジティブな大学生を応援するべく各方面で活躍するさまざまな大学生のブログやコンテ

ンツを展開中。クラブ・サークル団体、学生クリエイター、学生イベント、アナウンサー

を目指す学生によるニュースレポート、学園祭ミスキャンパス候補者などの他、大学生ア

イデアコンテストのような企業様とのタイアップ企画も実施するなど、大学生の情報源と

して広く認知されている。	 

●サイト名	 ：	 Campus	 Navi	 ＜キャンパスナビ＞	 

●媒体 URL	 ：	 http://www.campusnavi.com/	 

●開始時期	 ：	 2003 年 6 月	 

●総ページビュー数	 ：	 約 480 万/月平均	 

	 

	 

■「学生向けフリーマガジン CampusNaviPress」とは	 

『Campus	 Navi	 Press』は、大学生向け総合情報サイト『Campus	 Navi	 』から生まれた、大

学・キャンパス情報フリーマガジン。年間 2 回（春、秋）各 20 万部を発行し、254 大学の

学内ラックへの設置や学内や大学付近での直接配布により、大学生にダイレクトに到達。	 

●媒体概要	 

・発行部数	 ：	 20 万部	 

・ 発行時期	 ：	 年 2 回(入学式/新歓シーズン（4 月）/学園祭シーズン（11 月）	 



・ 掲載内容・サークル情報、夢に向かい頑張るサークル、ゼミ、学生起	 業家、学生クリ

エイター、ミスキャンパス等の紹介,大学生の 5 大関心事（就職/アルバイト/旅行/恋愛

/資格・	 スキルアップ）についての情報等。	 

	 	 

	 

■「JCF 学生映画祭」とは 	 

JCF 学生映画祭は、1999	 年、夕張市主催の＜ゆうばり国際ファンタステイック映画祭＞

の第 10 回記念特別協賛企画として、当時、949 団体が加盟するＪＣＦ日本サークル連盟（JCF

は、ジャパン・サークル＆クラブ・フェデレーションの略）が、＜次代を担う映画監督の

発掘と育成！＞をテーマに、第 1	 回 JCF 学生映画祭を開催して以来、「学生映画の甲子園」

として多くの才能を輩出し、2011 年記念すべき第 10	 回目の開催を迎えました。	 

記念大会となる 2011 年は、「第 10 回 JCF 学生映画祭	 in	 Tottori」として、	 ＜学生よ！

夢を忘れていないか！＞のキャッチフレーズで、コンペティションプログラムの 3 部門（学

生映画、学生アニメ、鳥取県観光 CM アイデイアコンテスト）を中心に開催し、次代を担う

学生クリエイターに、作品の発表と研鑽の場を提供し、スカラシップ制度での新作制作支

援等により、若き才能の育成を目指しました。そして、2012 年も引き続き、鳥取県で継続

開催させて頂きます。	 

	 

＜第 11 回 JCF 学生映画祭	 in	 Tottori」開催概要＞	 

●名	 	 	 	 称：	 第 11 回 JCF 学生映画祭	 in	 Tottori	 ＜URL	 http://jcf.jpn.com/＞	 	 

●開催目的：	 	 「第 10 回 JCF 学生映画祭	 in	 Tottori」の、鳥取から、日本の将来を担う	 	 

	 若手クリエイターの発掘・育成と、地域活性化への取り組みの輪を全国	 

に向けて創造・発信するポリシーをそのままに、アニメ部門をより強化	 

し、鳥取を学生クリエイターの憧れの地にすべく、	 2011 年に引き続き、	 

継続開催。	 

●開催日時：2012 年 9 月 14 日（金）、15 日（土）	 

	 	 	 	 	 	 ※9 月 14 日（金）：レセプション	 

	 	 	 	 	 	 	 9 月 15 日（土）：第 11 回 JCF 学生映画祭	 in	 Tottori	 

●開催場所：米子コンベンションセンター	 小ホール	 	 



住所：〒683-0043	 鳥取県米子市末広町 294	 	 

●主	 	 催：JCF 学生映画祭実行委員会	 	 

●実行委員：チェアマン／藤原	 洋（株式会社ナノオプトニクス・エナジー	 代表取締役）	 	 

	 	 	 	 	 	 実行委員長／高	 秀蘭（映画プロデューサー）	 	 

	 	 	 	 	 	 顧問／赤井	 孝美（イラストレーター、プロデューサー）／秦野一憲（株式会

社中海テレビ放送	 代表取締役）／塚野	 真樹(株式会社 SC 鳥取代表取締役)／木谷	 康祐(ア

ニカルまつり実行委員長)	 

	 	 	 	 	 	 実行委員／大和田	 廣樹（映画プロデューサー）／太田	 雅人（株式会社 GETTI	 

GROUP 代表取締役・JCF 学生映画祭ファウンダー）／額賀	 剛治（ライフエンタテイメント

株式会社	 代表取締役）	 	 

●	 制作運営：JCF 学生映画祭運営事務局	 

●	 協	 	 力：株式会社ナノオプトニクス・エナジー、株式会社ナノオプト・メディア、

NEWWAVE、GMHoldings 株式会社、ライフエンタテイメント株式会社、ドリームキッド	 

●	 後	 	 援：鳥取県／米子市／鳥取市／倉吉市／毎日新聞鳥取支社／読売新聞鳥取支社／	 

山陰放送／山陰中央テレビジョン放送／日本海テレビジョン放送／中海テレ	 

ビ放送	 

【1】特別招待作品上映	 

【2】学生コンペテイションプログラム（映画・アニメのジャンルで、学生監督が競います。）	 

	 	 	 (1)学生アニメ部門	 

	 	 	 (2)学生映画部門	 

【3】「米子コレクション 2012」等	 

	 

	 

このリリースに関するお問い合わせ先	 

GMHoldings 株式会社	 

東京都新宿区西新宿 7-20-1 住友不動産西新宿ビル 15F	 

TEL：03(5775)0666(代)	 FAX：03(5775)0672	 	 

URL:	 http://www.gmholdings.jp	 

mail:info@gmholdings.jp	 担当：IR 担当	 


