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メッセージ



MISSION：「経済情報で、世界をかえる」

株式会社ユーザベース / UZABASE, Inc.　／設立2008年／資本金1,321百万円（資本準備金含む）／東証マザーズ上場

UZABASEグループ・NewsPicks Expert
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アジア最大級の企業・業界分析

プラットフォーム

導入1,400社以上
世界200カ国／560業界のレポート／

企業データ600万社／M&A情報180万件

使いやすさ抜群

「1週間かかる業界分析を 1時間で」

ビジネスパーソンのための
ソーシャル経済メディア

会員ユーザー数560万人以上
プロピッカー累計数百名規模

最先端の厳選ニュース。

専門家の解説でニュースがわかる 。

エキスパート・ネットワーク
プラットフォーム

国内9000名・世界20万人規模
日本・中国・韓国、東南アジア各国、

その他一部の欧米諸国

その知識を、社会のために。
知を集結し意思決定をサポート

EXPERT RESEARCH 法人向けサービス
共同開発

UZABASE, Inc. NewsPicks, Inc.

エキスパート・データベース
共同開発

UZABASE GROUP

経済メディアNewsPicksの認知と560万人のビジネスパーソン会員基盤を活かし、専門家データベースを構築。
BtoBの業界分析プラットフォームSPEEDAの顧客1400社と専門家のマッチングプラットフォームへ

ユーザベースグループの経済メディア「NewsPicks」とエキスパート・ネットワーク事業を運営するミーミルの2社が共同で
専門家ネットワークを開発・運営することで、個の専門性をより広く社会に活かす取り組みを加速してまいります。

NewsPicks Expertは、株式会社ミーミル（ユーザベースグループ）が運営しています。



サービス全体像
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ご登録いただきましたエキスパートの皆様と、

SPEEDAの顧客企業1400社のご相談案件をマッチングします。

インタビュー・アドバイザー・登壇依頼等

業界・テーマの経験知を提供

新規事業
（市場調査・立上支援・部門強化）

M&A・投資
（業界調査・投資判断・投資先支援）

SPEEDA顧客1400社超

主な相談テーマ

NewsPicks Expert

大手事業会社
新規事業開発部／経営企画部
R&D／海外／営業企画 etc.

プロフェッショナルファーム
戦略系ファーム／PEファンド etc.

各種メディア

各分野のエキスパート
経営人材、実務家、スタートアップ人材、

アカデミア、医師、NPOなど

案件の一例

有識者インタビュー
アドバイザー依頼

登壇依頼
取材・執筆・コメント掲載依頼

etc.

その他テーマ　DX・未来予測・アイデア創出・HR・マーケティング ・事業戦略 etc.

海外展開
（海外調査・連携先選定・進出支援）
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“業界知見”や“市場の将来性についての洞察・見解” “業界特有の業務ナレッジ ”など、
幅広く外部の業界や、異なる専門分野における知見が求められています。

求められる知見 ｜ 先端事例・異業種の知見・多様な領域の専門家の見解

未来予測

各分野第一線の方による
未来洞察・見解

業界特有の業務ナレッジ

DX推進・業務・組織改革手法、
マーケ・HR・製造プロセス改善など

行政・法整備等の視点

行政・法整備の専門家らの
専門的見識

先端領域事例

世界中の先端領域・テクノロジーの
事例や動向について

業界の深い視点、市場の見解

業界構造・競争環境・業務プロセス・
技術動向・評価など

アカデミックな見解

第一線の研究者・学者・医師等の専門的見
識・見解

01｜先端情報／未来予測 02｜業界知見・業務ナレッジ 03｜アカデミックな見解

アイデア創出

第一線エキスパートによる豊富な事業アイデア・商品アイデアなど

求められる知見の一例

海外展開

国別情報・PEST・
海外企業の先進事例等

新規事業

対象業界情報・市場環境
競争環境等

M&A
より詳細な競争環境・
機能・技術評価等

業務・組織改革

DX・業務・組織改革
業務プロセス改善など



案件の一例

これまでの業界知見、業務ナレッジなど専門分野の経験知を活かす
幅広い機会があります。
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有識者
インタビュー
(1回あたり1時間/1人)

経験知を持つエキスパートに、 1時間単位のインタビューの依頼がはいります。
市場構造、先端事例、業務ナレッジについてなど知見や見解を提供いただきます

電話・Web会議 対面会議 ラウンドテーブル

セミナー登壇／
勉強会講師依頼

大型セミナー
個別企業の勉強会

など

プロジェクトべース
外部アドバイザー

新規事業、海外展開
組織・事業改革
アドバイザーなど

週1前後〜

登壇依頼アドバイザー依頼 レポート作成

業界調査・専門分野調査
協力依頼

レポート作成依頼
専門分野コメント提供

など

実行支援 学び

対象領域の専門家に
見解のコメント依頼

メディアからの取材
有識者向けサーベイ

執筆依頼など

取材・執筆・コメント掲載

メディア・サーベイ リサーチ
アドバイザー
登壇依頼
取材・執筆・
コメント掲載



登録後の流れと契約・報酬について
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■契約形態：　当社（株式会社ミーミル）との業務委託契約

■報酬価格イメージ：　
・インタビュー：2〜5万円程度（1回1時間あたりの相場）
　　　　　　　　　※本人希望で応相談 5〜10万円の実績有。

・アドバイザー：月額30〜100万円以上 ※案件により変動・個別相談のうえ決定

・登壇・勉強会：5万円〜50万円以上　※趣旨・規模等により変動

・取材・コメント掲載：一部謝礼金発生　 ※趣旨・内容により都度ご相談

　※エキスパート登録者は、費用のご負担はございません
　※企業との契約・エキスパートへの支払いはNewsPicks Expertが対応

契約スキーム

契約

インタビュー／アドバイス等

エキスパートクライアント

契約

支払い 支払い

有識者インタビューでの知見提供は、1h単位のタイムチャージで報酬をお支払い。
アドバイザー等は、月額30〜100万円以上も多数。

1 2 3 4 5
エキスパート

登録
完了報告

報酬お支払い
案件対応

案件相談
開始

専門性確認
登録完了

利用規約・プライバシーポリシー
に同意いただき、登録。

申請いただく職歴や専門分
野を確認させていただき、登
録を行います。

案件内容にマッチした方に、当
社から案件相談致します。
対応可否をご判断ください。

専門的なコメントや、
有識者インタビュー、
登壇、アドバイザーを
お願いします。

案件対応完了後、当社フォー
マットで完了報告をお願いし
ます。報酬は翌月にお支払い
します。



業界や市場の知見を求める相談事例 業務や特定分野の知見を求める相談事例

ご相談事例一例（イメージ）
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 業務・組織課題解決
・●●のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進についての相談
・●●製造領域のスマートファクトリー化に向けた業務改善相談
・海外におけるコンソーシアム運営についての相談
・CVC組成における社内稟議体制の設計についての相談
・新規事業における出島型組織の設計・運用についての相談
・ブランドビジネスの立ち上げについての相談
・医療機器の検査業務課題解決ソリューションについての相談
・FCビジネスの事業管理方法/体制についての相談
・M&A組織の立ち上げ・実行サポートについての相談
・社内タレントマネジメント課題とニーズの動向について
・トラック・バスドライバーの人事・評価制度設計について
・シェアリングプラットフォーム事業KPI設計運用ノウハウについて
・リモートワーク導入課題解決についての相談
・証券会社の社内事務のベストプラクティスについて
・ユーザー参加型商品開発（オープンイノベーション）についての相談
・●●製造領域の先端的なセキュリティ対策についての相談
・人事領域における中期経営計画策定支援についての相談

アカデミア・プロフェッサーの見解
・認知症予防サービスにおける医学的エビデンス取得方法について 
・ AIによる予防医療画像解析の欧州・日本のレギュレーションの違い
・自動運転・MaaS領域における政策の方向性について
・スマート家電開発における流体力学知見者への相談
・人間拡張（ヒューマンオーグメンテーション）の専門家相談

講演・執筆・コメント掲載
・DX推進をリードする専門家によるセミナー
・新規事業創出・イノベーション創出に関するセミナー
・30年後の未来洞察に向けた勉強会（医療、自動車、小売、物流etc.）
・M&A実務の内製化についての勉強会
・マルチカルチュラルな組織マネジメントについての勉強会
・先端ビジネストレンドの未来の見方についての取材・コメント掲載
　MaaS、5G、スマートシティ、キャッシュレス経済、アグリテック etc.

 業界調査・市場参入
・AI（自然言語解析）に関連する各種市場の動向についての相談
・スーパーアプリについての相談
・セルフチェック型の予防医療・診断ビジネスについての相談 
・遺伝子領域ベンチャー企業の最新動向調査についての相談
・自動運転センサー/車載カメラ市場の今後の動向についての相談
・製造・物流領域におけるAR活用の事業機会についての相談
・製造用ロボットの●●市場参入についての相談
・タイの●●部品業界についての相談
・中国の消費財●●市場参入戦略策定についての相談
・アジアにおける建築施工の新たな手法の動向についての相談
・生分解性プラスチックの●●領域における活用についての相談
・水素エネルギービジネスの中長期的な事業性についての相談
・With/Afterコロナの教育業界の未来予測についての相談
・コロナが●●業界に与える影響についての相談
・中南米ガスインフラ市場の現状と今後の動向についての相談
・海外造船業の経営環境と次世代船舶の調査についての相談
・ドローン配送ビジネスの先端事例調査についての相談
・アジア（●●）のベーカリー市場参入についての相談
・だし（出汁）ビジネスの市場構造調査についての相談
・グランピング市場参入についての相談
・フィットネス領域の新規事業戦略についての相談
・活性炭を活用したビジネスについての相談
・東南アジアにおけるアグリテック事業の可能性についての相談

・産業用●●市場参入についての相談
 顧客ニーズリサーチ  
・今後の地方銀行の経営課題についての相談
・ミャンマーの国内物流の現状と課題について
・大手サービス業（小売・外食等）のブランディング浸透ニーズ
・不動産業界の業務IT化課題について
・建設業界における人手不足問題について
・健康保険組合の経営課題、改善に向けた取り組みについて
・●●チェーンの物流における課題について



過去開催セミナー一例
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セミナー登壇のオファーをお願いするケースとして一例を記載

上記は一例となります。
SPEEDA主催のみならず、各種セミナー・勉強会等での登壇・講演をオファーさせて頂く可能性がございます。

■例：SPEEDAセミナー事例：https://speeda-seminar-event.studio.design/



「専門家の見解」コメント掲載一例
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「専門家の見解」のコメント提供・掲載をお願いするケースとして一例を記載

上記は一例となります。
SPEEDA上での掲載のみならず、メディア掲載や各種調査などの目的で

専門家の見解について取材、執筆、コメント提供のオファーをさせて頂く可能性がございます。

■例：SPEEDA「専門家の見解」掲載事例： https://www.uzabase.com/jp/news/speeda-mimir-trend-expert-opinion/
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法人企業への知見提供と、メディア等での見解掲載・発信を通じ
知の発信と提供のサイクルをよりスムーズに回すことができる世界へ

事業会社、スタートアップ、プロ
フェッサー、プロフェッショナル人材  

etc.

法人クライアント メディア／コンテンツ

個別企業への知見提供 メディア等での見解掲載・発信

　　NewsPicks Expert

経験知の共有（知の発信と、知の提供）

レポート 登壇依頼アドバイザー 電話・Web会議 対面会議 ラウンドテーブル

経験知の共有
（知の発信と、知の提供）

取材・コメント掲載

MaaS

EdTech

MeatTech

プラスチックリサイクル

Health Tech

etc.

無人店舗

スマート物流eSports

テーマイメージ



ご注意事項（コンプライアンス関連）
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NewsPicks Expertは、コンプライアンスを遵守して運営しております。

エキスパートの登録について
NewsPicks Expertでは、専門的な知見を持った方々にご登録をお願いしており、職歴や専門分野の申請をお願いしております。
※専門性やご経験の確認ができない場合、案件のご相談をできないケースがございます

規約の同意について
エキスパート活動に際し、エキスパート登録時に「エキスパート利用規約」「プライバシーポリシー」に同意いただいております。
NewsPicks Expertのエキスパート規約はこちら
プライバシーポリシーはこちら

登録情報について
NewsPicks Expertに登録するエキスパートについて、基本的に登録の有無も含めて、登録した情報がご本人の同意なく外部に公開されることはご
ざいません。エキスパートの方には、ご推薦する前に、過去の職歴情報などについて確認させていただいております。
また、事業会社の担当の方より、従業員が副業を含めた社外活動について社内規則等で禁止している旨を申し受けた場合には、当該企業に属して
いるエキスパートについては、ご推薦から除外させていただきます。

コンフリクト管理
NewsPicks Expertはエキスパートに対して、利益相反のリスクがある案件については推薦の対象にはしないよう心掛けています。エキスパートに職
務経歴書やプロフィール資料の提出をいただき、案件のご相談時には利益相反、利害対立の可能性についても確認を行い、そうした制限事項の情
報についても記録しております。

バックグラウンドチェック
NewsPicks Expertでは、新規の登録者についてそのためのツールを用いたバックグラウンドチェックを実施しております。既存登録者については、
定期的に相当数をサンプル抽出し、犯罪履歴や反社会的勢力との関係等を含むバックグラウンドチェックを行っております。

NewsPicks Expertを介したコミュニケーションについて
NewsPicks Expertでは、エキスパートとクライアントのやりとりについて、 NewsPicks Expertの事務局が介在しています。そのため、基本的にインタ
ビューやコンサルティングが実施される前のすべてのコミュニケーションについて、コンプライアンス上リスクのあるやり取りが発生しないよう
NewsPicks Expertの事務局にてモニタリングしております。

https://newspicks.expert/rules
https://newspicks.expert/privacypolicy


NewsPicks Expert 運営会社（株式会社ミーミル）
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