も社長になりた

部に移った。そこから、本

スマートフォン広告事業

ん」と通告されてしまっ

属の大学には上がれませ

そのせいで、学校から「付

私
い！」

た。これが転機になった。

「これで人生ダメになっ

たと思うより、人生をよ

り良くするためにどうす

ればいいのかを考えまし

長期的に見るようになり

た。このときから、自分

岡田は１９８６年、大

ましたね」

中高で２度の挫折
自分の未来を
どうしたいのか
考えるきっかけに

撃が始まる――。

関西大学２年生のとき、 人も予想しなかった快進
岡田寿代はふらりと入った
性起業家が出版した書籍

書店で若くてきれいな女
を目にしてそう決意した。
それからわずか５年後

阪の箕面市で生まれた。

の２０１０年、岡田は夢
を叶えた。大学卒業後に

両親は教育熱心で、幼稚

長に抜擢されたのだ。任

三年目にして子会社の社

て抜群の成績を上げて、

ト広告事業部の営業とし

送迎のために、毎日のよ

しく勉強を課され、塾の

に失敗すると、さらに厳

通っていた。小学校受験

園の頃から複数の塾に

め、指定校推薦で関西大

く成績がぐんぐん伸び始

て勉強に励んだ。間もな

でなく、予備校にも通っ

業に真剣に取り組むだけ

そう」と決意。学校の授

岡田は「難関大を目指

の未来をどうしたいのか、

ジェントでインターネッ

入 社 し た サ イ バーエー

されたのは、会員数が１

うに親が学校まで迎えに

の努力は惜しまなかった。

００万人を超える女性向

卒業旅行のために貯めて

学に入学することができ

は、
「最短で社長になれる

来た。放課後に友達と遊

た。自分にとっても、両

会社」
。いくつかの企業を

サービス「プーペガール」 びたかった岡田は、「学校

のなかを逃げ回っていま

親にとっても、文句なし

拡充したい既存のメン

ザーのためにサービスを

躓いた。原因は、ユー

た岡田だったが、ここで

入学した。その解放感を

女子校、甲南女子中学に

レートに進学できる名門

は合格。大学までスト

熱意が実り、中学受験に

り、「社長」が目標になっ

性起業家の書籍を手に取

ように２年生のとき、女

ていたが、冒頭に記した

大学では楽しく過ごし

に魅力を感じ、入社した。 ら内定者アルバイトを始

ないサイバーエージェント

社長を務めるのも珍しく

多く、入社数年の若手が

受けたなかで、子会社が

に入居。入社の半年前か

ウイークリーマンション

から引っ越して、東京の

いた貯金を使って、関西

人の同期

狙うは、最も貢献度が

くなかったんです」

のなかで、後れを取りた

うと思って。

「スタートダッシュしよ

めた。

バーと、利益を上げるこ

う」と、簿記の資格を取得

社長を目指して
駆け回った日々
手痛い挫折の後に
挽回のチャンス

てから、意識が変わった。

就任して１カ月経った頃、 しまい、中学２年生のと

し、ゼミでマーケティング

楽しみすぎたのかもしれ

きに一度、高校１年生の

とを重視する岡田の間で

会議室に呼び出されて、

「最短」を実現するため

営業で挽回し、グローバル事業部の代表に。

就職活動で目指したの

2014

を学んだ。

2012

プーペガール解散。苦渋の思いで営業復帰。

ときにもう一度、自宅待

24歳でプーペガール代表取締役に抜擢。

機処分を受けてしまう。

2010

判された。

サイバーエージェント入社。新人賞を狙う。

「岡田さんのやり方には

2008

結局、両者の溝が埋ま

必死の受験勉強で関西大学商学部に入学。

ついていけません」

大阪府箕面市に生まれる。

ることはなく、むしろ深

2004

まり、この子会社は岡田
が社長に就いて２年で解
散することになった。完
全なる失敗だった。岡田

営業統括に就任。現職

は、会社を辞めようと考

HISAYO OKADA

84

売上100億円達成！ 執行役員に抜擢される。

2017

えた。責任を取るという

株式会社サイバーエージェント
インターネット広告事業本部 営業統括

岡田 寿代

より、
「ストレスフルすぎ
て、いったん逃げたかっ
た」。すると、岡田の辞意
を知った新卒時代の元上

1986

人ほどの部下から直談

ない。少々ハメを外して 「 将 来 に 向 け て 投 資 し よ

本人というより両親の

の結果だった。

土日のどちらかは一人でゆっくり過ごす
時間にしています。コロナ以前は、日曜
日は友人とゴルフをしたり、バーベキュー
をしたりすることが多かったです。
した（笑）
」と言う。

けソーシャルコミュニティ
を運営する会社だった。
社長という目標まで最

Q 休日は何をして過ごしていますか？

オンとオフの
切り換えを大事に
しています！

Q&A
これがききたい！
意見が食い違ったこと。

短距離で駆け上がってき

Q 海外生活は楽しかったですか？

チームのメンバーが、自分の国の歴史や
文化などいろいろ教えてくれるので、知ら
ないことばかりでおもしろかったですね。
個人的にはたくさん旅行に行けたのも良
い思い出です。金曜夜に出発して土日
で楽しみました。

2019

よ

ひ さ

だ

お か

司たちが、「営業に戻って
こない？」と声をかけて
きた。得意の営業なら、会
社に貢献できる自信があ
る。奮い立った岡田は、

Personal Data
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インターネット業界 編
ウェブマーケティング
株式会社サイバーエージェント

「社長になりたい！」
20歳で抱いた夢を実現

手痛い失敗から立ち直り
再び挑む１００億円事業

大学生のとき抱いた、
「社長になりたい！」という夢を

サイバーエージェントに入社して3年後には実現させた岡田寿代さん。

しかし若き社長は経営に行き詰まり、
挫折も経験。

得意の営業職に復帰して見事に復活した後は、

グローバル事業部の責任者を任された。成功も失敗も味わった

岡田さんに、
これまでの歩みを振り返ってもらった。

を真似るところから始め

の会話を録音して話し方

もらい、クライアントと

のいい社員に同行させて

新人賞。まずは営業成績

高い新入社員に贈られる

が薄かったんです」

かった。私自身の本気度

いというＷａｎｔがな

こともあって、こうした

たサービスじゃなかった

せん。でも、自分で作っ

の場で「日本で広告を出

に積極的に顔を出し、そ

が出展するイベントなど

ゲーム系ベンチャー企業

なんのツテもないなか、

能な社員と二人で渡米。

多い資料が好きじゃない

しました。彼らは文字の

初に結論を伝えるように

結論を重視するので、最

「アメリカ人は合理的で

レゼンした。

加えました」

ような日本の情報も必ず

メリカの企業が知らない

た。さらに、新人賞を取
ちからの誘いを受けて、

２０１２年、元上司た

エージェントは無名だっ

た。アメリカでサイバー

しませんか？」と営業し

て一目で理解できるよう

ので、図やグラフを使っ

岡田の情熱と工夫が功

絶対に成功する！
多国籍チームで
本格始動から３年
売上１００億円に

るためになにをすべきか
イチ社員として、スマホ

を奏し、 分、 分ほど

岡田自身も驚く成果を

開催日：7 月 17 日（土）、18 日（日）、8 月 21 日（土）、22 日（日）

るとは思いませんでした」

けん引したのは、入社三

ろいろなルーツのメン

ほか

◆社会福祉士 87.8％（合格者 36 名 / 受験者 41 名）◆診療情報管理士認定試験 100％

年目で社長に就いたとき

バーが集まっているので、

出すかに集中しています。

※申込者限定となりますので、必ず大学 HP の特設サイトからお申込みください。

には持ち合わせていな

のプレゼンの後に、
「もっ

チームの一体感の醸成や

入社時に経験したイン

いつかもう一度、１００

人間発達学部 子ども教育 学 科

かった「Ｗａｎｔ」
。そこ

に、リーダーとしての成

熟が掛け合わさることで
事業が拡大した。

「上司が私の強みを理解

と詳しい話を」と言われ

活性化を意識しながら、

ターネット広告事業部に

「海外事業はゼロから自

億円を超える事業をゼロ

薬学科

薬学部

してセカンドチャンスを

ることが増えた。手ごた

各国で、
『育てて任せる』

か、中国、韓国などにも

復帰。営業統括として若

分で担当していたので、

から生み出したいですね。

理学療法学科

くれたので、メンバーに

も同じようにしてあげた

えを感じた岡田は、上司

営業をかけ始めると右肩

い社員を率い、企業の広

絶対に成功してみせると

◆管理栄養士 98.8％
（合格者 79 名 / 受験者 80 名）

◆薬剤師 87.7％（合格者 57 名 / 受験者 65 名）

健康栄養学科

社会福祉学科

健康福祉学部 医療情報学 科

いと思っていました。い

に依頼して海外経験豊富

なメンバーを一気に増強。 ことを心掛けました」

上がりでクライアントが

岡田は２０１９年より、

増え、本格始動から３年

告営業を担う。社長にな

年。今は別の夢を抱い
チームで。

「今はいかにチームをレ

い う 気 持 ち が 強かったで

それがすごくおもしろ

公立教員採用試験結果
【現役合格者 23 名 / 志願者 31 名】 合格率 74.2％

◎2021 年度採用

生物生産学 科

農学部

７人体制でアメリカのほ

後の２０１７年にはグ

りたいと願った

歳から

ローバル事業部の売り上
げが１００億円に達した。
歳

この業績が高く評価され、 て走る。一人ではなく、
その年、岡田は若干

にしてサイバーエージェン

すね。でも、こんなに短期

かったから」

トの執行役員に就任した。 ベルアップさせて成果を

間で１００億円に到達す

お も な 国 家 試 験 お よ び資格試験結果、就職実績（2 0 2 0 年度）

多様な理系の学びがここにはあります。

保健医療学部 看護学科

https://www.takasaki-u.ac.jp/

20

岡田寿 代

にしました。日本人が課

で諦めないで、頑張って！

金する金額の高さなどア

た以上の結果になることもあるの

を逆算し、時には上司に

15

レンジすることで自分が思ってい

15

がったし、新しいことにチャレンジ

とも多々あったが、そこ

とになり、人生の選択の幅も広

10

しれないけど、外の大学に出るこ

31

できる方法を考えつくし、チャ

向けの広告の営業に移籍。 たため相手にされないこ

人生、ピンチのときこそチャンス！

当時は特にスマホゲーム

にアポイントが取れな

し、自分らしく、イキイキと毎日を

ら譲ってほしい」と頭を

かったときは、あの手こ

ことが決まりがっくりしているかも

「お客さんが足りないか

プロモーションしたい」と

の手を使って相手のキー

入ったのに、大学に上がれない

で挫けるわけにはいかな

いう問い合わせが増えて

マンにアクセスした。

せっかく大 学 付 属の高 校に

を手掛ける海外企業から

二年目には営業マネー

外企業専門の営業チーム

いた時期で、社内で「海

いかに興味を持ってもら

高校時代の自分へ
手紙を書いてもらいました

下げて、営業に駆け回っ

ジャーに昇進し、迎えた

話せませんでした。よくや

「 当 時は 英 語 も ほ と ん ど

えるか研究を重ねて、プ

ら、チャンス。短時間で
ローバル事業部の代表に

Letter to myself in my highschool days

た。その甲斐あって、見 「日本で広告を出したい、 い。イベントで思うよう

三年目、満を持して

を作ろう」という話になっ

事に新人賞を獲得。

「プーペガール」を運営す

話をして、相手が少し

れたなって思いますね
（笑）
」

た。そのトップとして推さ

た。そこで経験した挫折。 れたのが、失敗を挽回す
るために奔走し、営業成
２０１４年、 歳でグ

績を伸ばした岡田だった。 でも興味を持ってくれた

就いた岡田は、英語が堪

岡田はこ

なぜうまくいかなかった
のだろうか？
う振り返る。
「熱い想いがあれば、な

た人生だと思っています。

1
3

んとかできたかもしれま

29

1 オフィスには20代～30代の若手が多く、会
話の延長で打合せがはじまるような、上司や部
下といった垣根がないフランクな雰囲気。2 来
客スペースの壁には、遊び心満点のアベマくん
による自身のグッズ紹介。 3 打合せの冒頭は
自ら場の雰囲気を和ませて社員が会話しやすい
雰囲気づくりを心掛ける。4 現在、社員の半分
程度が在宅勤務を推奨されており、リモート打
ち合せも頻繁に行っている。

あったからこそ変わることができ

4

過ごせていてこれはあの挫折が

2
る子会社の社長に就任し
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全国トップレベルの教育力と高い就職率、資格取得率を誇る総合大学です

◆看護師 100％
（合格者 108 名 / 受験者 108 名） ◆理学療法士 97.2％
（合格者 35 名 / 受験者 36 名）

就職者数 466 名（就職希望者 468 名） 就職率 99.6％

● オ ー プ ン キ ャンパス開催！

「来場型」と「オンライン型」を組み合わせた「ハイブリッド型」オープンキャンパスを開催します。

