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・ワークショップ
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問題を⾒極め、その解決に向けてロジックが正しいか、事業推進の判断として問題がないか、
という会社視点での意思決定を経験するというのはなかなかない機会です。

1 イシューの特定 ︓解くべき問題（イシュー）が何かを特定する
2 迅速な情報収集 ︓イシューを解くために必要な知識や情報をスピーディに収集する
3 分析 ︓収集した知識や情報を、戦略⽴案に使える形に加⼯・統合する
4 戦略⽴案 ︓イシューに対する答えを論理的に導き出す
5 プレゼンテーション︓役員に対して戦略の有効性や実現性を訴求し、実⾏の了承を得る

上記は経営幹部が常に念頭に置いている視点になります。
この視点に常に⽴ち返り、会社の動かし⽅をぜひ体感してみてください︕

論理的、魅⼒的な提案をお待ちしています︕

「⾃分達の会社」がベンチャー企業に新規企画を提案すると仮定したワークです︕
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企業説明
ワークショップで
みなさんが提案をもっていく会社です
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会社紹介
代表取締役CEO
伊藤 勝悟

東京都⽴⼤卒業、⼤学院システムデザイン研究科中退
2009年 未踏ユースエンジニア
2011年 創業時に⼊社。取締役CTO
2014年 代表取締役CEO就任

受賞歴
・Job Creation 2014 1位
・Work Story Award 2017受賞
・テレワーク推進企業等厚⽣労働⼤⾂表彰 2017 奨励賞

取締役CFO
丹治 太
早稲⽥⼤学⼤学院卒業後、EY新
⽇本有限責任監査法⼈⼊所。
2013年1⽉⼊社
公認会計⼠

執⾏役員
⼩澤 哲也
東京都⽴⼤卒業後、デロイトトーマ
ツコンサルティング等を経て、
2020年10⽉⼊社、経営戦略部を⽴
ち上げる。

常勤監査役
⽯原 勝⼀郎
東京⼤学卒業後、東京銀⾏⼊⾏。
その後、⽇本テレコム、ネクソ
ン等を経て2018年1⽉監査役就
任

取締役COO
芝川 善⾏
早稲⽥⼤学卒業後、三井住友銀
⾏⼊⾏。
2012年4⽉⼊社

⾮常勤取締役
本間 真彦
慶應義塾⼤学卒業後、ジャフコ⼊社。
コンサルティングファーム等を経て、
2010年5⽉インキュベイトファンド設
⽴。パートナー

⾮常勤監査役
伊⾹賀 照宏
中央⼤学⼤卒業後、トーマツ監査法
⼈⼊所。上海の会計事務所を経て
ファーサイト会計事務所パートナー。
2016年9⽉監査役就任
公認会計⼠
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イラスト、3DCG、広告映像の制作や、ソリューションサービスなど
クリエイティブ領域で事業を展開しています。

⼩説漫画
投稿サイト コンテンツ制作

何の会社︖
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私たちの理念
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ミッション

⼈とコンテンツがより密接になる世界で、
MUGENUPはすべての⼈の「創る」に貢献します。

創る を 創る
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ビジョン

“教育、企画、制作、管理、流通“
すべてを網羅する
総合デジタルコンテンツメーカー

コンテンツに関わる
ありとあらゆる分野で
価値を提供できる企業を⽬指します



MUGENUP2011年6⽉ 2021年5⽉

2011年6⽉
MUGENUP創⽴

2011年9⽉

ギフトサービス「ミナオメ︕」/⾃社ゲーム『レクシロム
ファンタジー』と『エア・エイジ』をリリース

2015年5⽉
「Save Point」リリース

2017年
⼈材事業を開始

2017年11⽉
厚労省「輝くテレワーク賞」受賞

2012年
イラストや3DCG、映像など、クリエイティブ

制作事業を開始︕

2016年10⽉
『えんとつの町プペル』発売

2019年11⽉
総務省「テレワーク先駆者百選」選出

創業メンバーは4⼈︕

10期⽬を迎える今、
メンバーは

240⼈まで成⻑︕

MUGENUPは創業10年で⼈員、業績ともに⼤成⻑中



MUGENUP2011年6⽉ 2020年5⽉

2011年6⽉
MUGENUP創⽴

2011年9⽉

ギフトサービス「ミナオメ︕」/⾃社ゲーム『レクシロム
ファンタジー』と『エア・エイジ』をリリース

2015年5⽉
「Save Point」リリース

2017年
⼈材事業を開始

2017年11⽉
厚労省「輝くテレワーク賞」受賞

2012年
イラストや3DCG、映像など、クリエイティブ

制作事業を開始︕

2016年10⽉
『えんとつの町プペル』発売

2019年11⽉
総務省「テレワーク先駆者百選」選出

創業メンバーは4⼈︕

10期⽬を迎える今、
メンバーは

230⼈まで成⻑︕

2020年より完全在宅勤務へ移⾏して、
95％程度の社員が在宅勤務をしています。

仮想オフィスでの勤務の様⼦ オンラインイベントの開催など

さらに先進的な企業を⽬指して
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テクノロジーを基軸にクリエイティブを展開する

法⼈

個⼈

クリエイター

プロダクト

IP
クリエイション

SaaS
プロダクト

教育
サービス

⼈材
サービス

DCスタジオ
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デジタルキャラクター事業
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・ゲーム制作の経験
・幅広いニーズに応えられる技術⼒
・⼤規模なクリエイタープール
・分業制での制作
今までのクリエイティブ制作を再検討し、他社の進めなかった⽅法をとることで会社の中⼼事業に︕

あらゆるデザインにディレクター集団と
登録クリエイターが対応。

制作

ディレ
クター

PM

（進⾏）営業

ディレクター、プロジェクトマネージャー、
営業が少数精鋭チームを作り様々な作品を制
作。

プロジェクトに合わせた⼈員を配置し、
クオリティの⾼いイラストを効率的に制
作できる仕組みを実現。

スマホゲーム黎明期に圧倒的なスピード感で業界No.1に
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SaaS事業



MUGENUP

ゲーム開発企業を中⼼に、
クリエイティブ制作・外注制作クリエイター管理を効率化するクラウドサービス。

Save Point とは︖

作っている制作物の最新状況、今後のスケジュールなどが
⼀⽬で確認できるツール。
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• 膨⼤なデータの管理に、版元や外注先とのメールやチャット等でのやりとりが重い負担に…
⇒ 制作以外の部分で時間を取られている状況をITの⼒で解決したい…

煩雑になりがちなデータ管理を改善したい

→

完成データは
どれなんだ!?

フィードバック
貰ってたっけ

この制作物
納期遅れ︖

ソフトの
⽴ち上げが

⾯倒︕
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何を作っていて、いつまでに作らなければいけないのか、
Save Point上ですべて確認できることができます。

テーブルビュー
9割のお客様にご利⽤頂いてい

るSave Pointの基礎機能

ガントチャート
制作状況に⾃動連動する
スケジュール管理機能

スレッドビュー
やりとりのログと投稿データ
のプレビューを表⽰する機能

ファイルプレビュー
投稿データを画像で表⽰

多様なファイル種別に対応

サムネイルビュー
投稿画像をサムネイルで

⼀覧する⼈気のビュー機能

ラベル検索
簡単に付与できるラベルで

⼤量の制作物を管理

※有料オプション

実際にデータアセットを作るMUGENUPだからこそ
制作に本当に必要な機能を実装、刷新でき、
常に最先端のサービスを提供しています。

制作に必要なすべての機能をSave Point⼀つで網羅できる︕
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⼤企業とベンチャー
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・創業して⻑い時間が経っていない
・世の中に⼤きなインパクトを残すことを使命としている
・会社が成⻑していくことを求められている

ベンチャー企業の定義

世の中に必要なものを⾒極め、その解決に向けて柔軟に
⽅針を変えるのがベンチャー企業
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様々な⽅法を実践することで成⻑できる環境がベンチャーにはある

環境、規模が整った会社になるために急成⻑できる点を
積極的に探し続けることが求められる

⾃分で何が必要か考え、0→1で会社にとっての価値を
⽣み出すことが重視される

状況に固執せずフットワーク軽く、
次に何をするのか考える⼈を必要とする

⾊々な業務に挑戦できる環境がある

試⾏錯誤を繰り返すためビジネスパーソン
としての引き出しが増える

会社を動かす決定的な仕事になるため
常に幹部と会社の⽅向性を議論できる

会社の柁を決めるため未知の領域への挑戦、そのための1からの企画ができるという、
⼤企業では得られない経験を積むことができるのがベンチャーの最⼤の魅⼒です︕
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そろそろワークショップの
時間です
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ワークショップに⼊る前に
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問題を⾒極め、その解決に向けてロジックが正しいか、事業推進の判断として問題がないか、
という会社視点での意思決定を経験するというのはなかなかない機会です。

⼿順
1 イシューの特定 ︓解くべき問題（イシュー）が何かを特定する
2 迅速な情報収集 ︓イシューを解くために必要な知識や情報をスピーディに収集する
3 分析 ︓収集した知識や情報を、戦略⽴案に使える形に加⼯・統合する
4 戦略⽴案 ︓イシューに対する答えを論理的に導き出す
5 プレゼンテーション︓役員に対して戦略の有効性や実現性を訴求し、実⾏の了承を得る

上記は経営幹部が常に念頭に置いている視点になります。
この視点に常に⽴ち返り、会社の動かし⽅をぜひ体感してみてください︕

論理的、魅⼒的な提案をお待ちしています︕

「⾃分達の会社」がベンチャー企業に新規企画を提案すると仮定したワークです︕
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お題︓「取締役会で新規事業のプレゼンをしましょう」
あなたのは株式会社MUGENUPに新規企画を提案することになりました。すばらしい事業アイデアを思いついたので役員を相⼿に

プレゼンテーションを⾏います。１，条件を満たした事業を考え、２，プレゼンをしましょう。

１、条件
①ミッション、ビジョンに合致していること
②既存事業と顧客または使⽤技術が重複していること
③最初の3年⾚字、4年⽬に⿊字、5年⽬に累積損失⼀掃できる計画

④イシューの設定が説明でいること

２，プレゼンするもの
①市場規模TAM、SAM、SOM
②事業概要及びバリューチェーン

③ユニットエコノミクス
④差別化ポイント
⑤中期事業計画（5年の売上と最終損益）
⑥5か年の1年ごとの活動内容

論理的、魅⼒的な提案をお待ちしています︕
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TAM、SAM、SOMを覚えましょう︕

１，TAM（total addressable market）
獲得可能な最⼤市場規模。
製品やサービスの総市場需要であり、利⽤可能な市場規模の100％が達成された場合の年間売上または販売台数で計算される。

２，SAM（Serviceable Available Market）
サービス可能で利⽤可能な市場規模 。

３，SOM（Serviceable Obtainable Market）
実際に獲得可能な市場規模。

４，具体例（Airbnbの事例︓https://www.slideshare.net/ryangum/airbnb-pitch-deck-from-2008）
TAM︓世界中の宿泊市場規模、20億ドル
SAM︓格安ホテルかつオンライン予約の市場規模、5.6億ドル
SOM︓Airbnbの市場規模、8400万ドル

https://www.slideshare.net/ryangum/airbnb-pitch-deck-from-2008
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ユニットエコノミクスを覚えましょう︕
１，ユニットエコノミクス

販売における最⼩１単位あたりの収益性のこと。単位は様々で、１顧客、１アカウント、１個などのパターンがある。

２，具体例
①りんご
60円で買ったリンゴを100円で売った。
100円-60円＝40円

②システム販売
あるシステムは、⼀度販売すると平均10年は使⽤される（年間利⽤料100万円）。
年間のカスタマーサポートは5万円、サーバー費⽤は10万円である。
顧客の獲得単価に300万円がかかる。

（100万円ー5万円ー10万円）×10年ー300万円＝550万円


