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＜＜＜＜株式会社ゼスタス株式会社ゼスタス株式会社ゼスタス株式会社ゼスタス    概要概要概要概要＞＞＞＞    

ゼスタスは、「企業経営の劇的なターニングポイントを演出する」を企業ミッションに、Web サイトの M&A

を通じて、企業の最適な Web 戦略の提案と成長の実現化を支援する企業です。 

■本社所在地 ： 東京都千代田区麹町 6-2-6 ユニ麹町ビル 4F 

■設     立 ： 2006 年 7 月 14 日 

■代 表 者 ： 代表取締役 和家 智也 

■資 本 金 ： 2720 万円 

■U R L   ： http://www.zestus.co.jp/ 

■事業内容  ： WebサイトM&A事業、Webサイト価格査定事業、Web戦略コンサルティング事業 

           サイト売買サービスのサイトレード http://www.site-trade.jp/ 

           サイト分析サービスのサイトドック http://www.site-dock.jp/ 

 

＜＜＜＜株式会社株式会社株式会社株式会社 K2 Corporate PartnersK2 Corporate PartnersK2 Corporate PartnersK2 Corporate Partners    概要概要概要概要＞＞＞＞    

K2 Corporate Partners は、「最も必要とされる存在になる為に」をコンセプトに、自社リソース、提携リソ

ースをフル活用し、クライアントの業務を“請け負う”では無く、共に成長していけるソリューションを提案

する企業です。 

■本社所在地 ： 東京都渋谷区渋谷 2-7-8 TAKADEN 青山ビル 3F 

■設    立 ： 2014 年 4 月 14 日 

■代 表 者 ： 代表取締役 上條 亮太 

■事業内容  ： Web サイト運営代行事業、ネットショップ店長代行事業 
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株式会社ゼスタス 広報担当：和家、藤森 

TEL：03-5826-6660 FAX：03-5826-6606 

E-mail：info@zestus.co.jp 


