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サイバー大陸に、 

まだ見ぬシステムインフラを。 

 

 

一緒に働く仲間である 

あなたに、今伝えたい。 

 

転換期を迎えた今、 

みんなで目指したい 

新新新しししいいい世世世界界界について。 

 

代表取締役 加藤将太 
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創業して４年目。 

 

期待に胸を踊らせて入った事業会社、 

成し遂げたい事があり、脱サラ後 

仲間を募集して出来た組織。 

 

そして４年目。 

 

転換期を迎えた今、みんなに伝えたい。 

 

「一緒に世界を便利便利便利便利にして、 

豊かな社会を実現しよう。」 
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今は、時代の転換期にあるので、 
みんなでこんな面白い会社にしたい。 

 

それは、世間の常識とは少し違うかもしれない。 

それでも、この姿がみんなが楽しく成⻑し、メリハリを持って働ける組織となると信じている。 
 

まず、情報化社会において、情報が⾼度に集積・⾼度化した結果、 

「ウェブ上に新しい世界が創られる」 

「情報系企業が上位を寡占し、次いで⾦融、その次が製造業と続く」 

「コンピュータが人間に限りなく近づく」 

ということが言えます（企業の時価総額ランキング等もそれを示しています）。 
 

仮説を持って分析したところ、この事は、歴史の流れからも必然と言える事が分かりました。我々が⽣

きる２１世紀は、“時代３から、時代４へと移⾏している”のです。 
 

 
 

そこで、急いで事業会社を脱サラし、 

情報化社会で最⼤限に価値を発揮する企業を創⽴致しました。 
 

企業を作って分かった事は、我々の会社で活躍するのは、 

中程度のポテンシャルある人材ではないことです。 

 

我々が本当に必要としていたのは、 

プログラミングやマーケティングの知識・経験等はなくても、 

高いポテンシャルある、今の会社を構成するような人材でした。 
 

就活中、100 社を回り、その中の 1 社（某⼤企業）を選び、実際に働いた経験からも、 

みんなとは、「自分ならこんな企業で働きたい！」という会社を作っていきたいと思っている。 
 

 

 

弊社の特徴 

－雇った人の市場価値を 3 倍にしたい！ 
 

“高いポテンシャルある人材を最大限活かす”環境にしたい。 

 

【ミッション（使命）】 
情報化社会の中、クラウド資産を作り、人々を豊かにする 

 

【コア・バリュー】 
成⻑を楽しみ、メリハリを付ける 

 

【ビジョン】 
完全⾃社開発・最先端の技術⼒でクラウドソフトウェアを作り、 

価値提供の最大化を通じて社会貢献を⾏う 
 

福利厚⽣ 
完全週休２日制・年末年始・夏季・GW 休暇・ジュース飲み放題・ 

最⻑３時間の昼休憩等（←もっと取って良いですよ）・ 

サバティカル有給休暇も何人か取れるよう努⼒中。 
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ミッション（使命） 

→情報化社会の中、クラウド資産を作り、人々を豊かにする。 

拡張人体としてのコンピュータの進化、巨大クラウドが全てを保存 
2013 年、装着型コンピュータが「⽣体情報や五感を取得しクラウドへの接続」を開始。 

そして 2018 年、遂にワンチップの複雑さは脳を超える。そこから進化が爆発する。 

 

 

 

 

 

 

 
・無限⼤のストレージ：ライフログ（⽣まれてから死ぬまで全て記録） 
・無限⼤の通信速度：あらゆる情報が「ウェブのあちら側」にミラーリングされる（データフィケーション(※)） 
・無限⼤の計算速度：クラウド上に再現できた条件下で、人間よりも賢い  
※データフィケーションにおいては、記録端末（ウェアラブル・コンピュータ）とその精度、 

並びに情報を記録し、意味付けを⾏うサイバー⼤陸のインフラが重要。 

今までに無い計算・保存・通信容量はクラウドの発展を爆発させる。 
計算速度とメモリ容量は、30 年で 100 万倍、通信速度は 300 万倍になると予想される。 

脳の構造を模倣したコンピュータが完成すると⾃分⾃身のアルゴリズムを改善 
（プログラムがプログラムを変更）するようになり、自律的な発展を始める。 

 

 

 

 

 

 
 

 

爆発の結果は、私たちの持つ前提が全て覆るほどの変化をもたらす。 
 

 

 

 

 

 

例：将棋はもちろん、人間の直感（アルゴリズム）も再現。 

例：「2010 年 3 月 23 日午前 10:23 の自分の記録」が検索可 

 

この際、クラウド側の資産が圧倒的に不⾜します。焦土のように 

スカスカなクラウド大陸、そこに役⽴つソフトウェアを作ると・・・ 
前述の計算速度、記憶容量の爆発的な進化によるコンピュータの自律的な発展と、 

あらゆるものが無限⼤のクラウドと超⾼速通信した結果、新たな価値観、新たなワークスタイル、

新たなビジネスのパラダイム（前提）が登場する。 

しかし、現実世界での価値を、クラウド空間を通じて拡散するためのクラウド資産が 

圧倒的に欠乏している。そこに役⽴つソフトウェアを作ると、爆発的需要が⽣まれる。 

 

我々のミッション（使命）とは 
１：クラウド上に築いたシステムで「利⽤者が提供価値を拡げる⼿伝い」を担う。 

 
２：価値ある活動が世の中に広まった結果、豊かな社会になる。 

 
３：弊社がクラウド上に築いた資産を利⽤者が有効活⽤する事で、価値が拡散される。 

 
４：利⽤者や日本の競争優位のみならず、富（⾦融資産、情報資産）の創出を⾏う。 

 
 

尚、20 世紀型の富とは、⾦融資産の事であるが、 

時代が進めば、徐々に情報資産に富の定義が移る事が予想される。    
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コア・バリュー 

→成⻑を楽しみ、メリハリを付ける 
 

 

あなたのポテンシャルを最大限に活かす職場 
 

１：清潔でクリエイティブな会議室（コンサルティングルーム／撮影スタジオを兼ねる） 

 

 
 

 

２：広々としたオフィススペース（写真は技術開発室） 

 

 
 

 

３：サバティカル有給休暇（最⻑ 1 ヶ月間）、集中できるデスク、教え合う環境 
 

 

 

 

 

 
※サバティカル有給休暇は、プロジェクト完遂者に年最⼤ 1 回、最⻑ 1 ヶ月間の付与。 

 

クリエイティブな作業をサポートするマシン環境 
・1920×1200 デュアルディスプレイ 

・SSD タワー型またはスリムタワー型⾼スペックマシン 

（メモリ最⼤ 32GB、容量最⼤７TB） 

・キーボードは RealForce、マウスは Optical 無線マウス等。その他ソフトウェアも充実。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの知識資産構築のためのサポート体制 

最短・最速で最高の市場価値ある人材になるために 
 

・書籍（専⽤書棚に 100 冊以上専門書有・会社経費で書籍購入可能） 

 
 

・知識 0 から短期間でプロへ育成！・・・２００時間以上のセミナー映像コンテンツ有（自前含） 

 

 

 

年単位での教育研修環境 
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ビジョン 

→完全自社開発・最先端の技術⼒でクラウドソフトウェアを作り、 

価値提供の最⼤化を通じて社会貢献を⾏う 
 

 

クリエイティブとされる IT 系企業も、実は以下の３種類に分類されます。 
 

①コストダウン系・・・業務効率化のためのアプリケーションを作っている企業です。 

 
例えば、ERP と呼ばれる業務系アプリを作り、他社に導入することで対価を得ます。 

 

 ②コンテンツ系・・・ユーザーが集まるゲームやサイトを開発・運営する企業です。 

 
例えば、企業が⽤意したコンテンツや、ユーザーが作ったコンテンツ（Coocpad ならレシピ） 

の情報に課⾦する事で、対価を得ます。 

 

 ③売上アップ系・・・ユーザーの売り上げを増大させるアプリケーションを提供し、 

対価を得る創造的な企業です。 

 
 ・Google はトラフィック（ユーザーのアクセス）を提供し、スポンサー企業から対価を得ます。 

・salesforce.com は、営業や顧客の活動データを記録し、 

最適化するアプリケーションを提供し、利⽤料を得ます。 

・ココデ・グローバル（株）は、利⽤者の提供価値が最適化される（マーケティング⼿法が 

最適化される）ソリューションを提供し、利⽤者の売上を増進させることで対価を得ます。 
 

 

 

大多数の IT ベンチャーとは異なるポジショニング 

 
 

当社のクリエイティブ IT 企業の中でのポジション 

（受託開発を主とする SIer はクリエイティブ IT 企業の分析対象外とした） 

 

 

 

クラウド資産を築くため、STAGE２を⾛り抜ける弊社の展開戦略 
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失敗しない企業の選び方 

→実は、21 世紀の企業選びでは、規模の⼤小よりも、 

「優れたビジネスモデルと⾼い利益率を持っているかどうか」 

が最も⼤事です。 
 

こんなベンチャーに就職してはいけない４箇条 
 

１：下請け企業で労働集約型／成⻑をウリにしているのに実際は成⻑できない 
・下請けだと古い安定した技術を使うから、最先端の技術を追いかけられない。従って成⻑が出来ない。 

・下請け企業は、人月計算による売上（１人１ヶ月あたりの請求）なので、 

あなたが⻑時間働くことが会社の収入となる。従って、利益率の上がらない労働集約型となる。 

※弊社は完全⾃社開発であり、社員の創造性を活かした利益率の⾼い経営を⾏っている。 
 

 
 

２：「上場する」や「成⻑できる」をエサに、給与が安い 
・実際は上場できない可能性が⾼い上に、上場しないと資⾦が⾜りないということは経営が危うい。 

・上場できたとしても、上場した瞬間人材が散り散りになり、まともなキャリアプランを描けない。 

・スタートアップベンチャーは、多額の出資をされており、上場してもしなくても 

投資家からプレッシャーをかけられるから経営者の思った企業にならず、創造性を失う 

※弊社は無借⾦経営であり、キャリアプランも提示。 

 

 

３：業績が急変動する外部要因を持つ（コストダウン系、ゲーム系企業に多い） 
・コストダウン系 

業界全体の売上が、企業の IT 投資額に⽐例する。 

従って、リーマン・ショック等の景気変動イベントが起こると、企業が致命的な打撃を受ける。 

実際にリーマン・ショックの際は多くのコストダウン系企業が倒産・吸収合併された。 

・ゲーム系 

【ユーザー数の不安定化】 

ヒット商品の明確な方程式は存在せず、 

⼀つの商品の売れ⾏き次第で時価総額が何⼗倍にも何⼗分の１にもなる。 

（例：パズドラで株価を約７５倍にしたガンホー、 

ユーザーに飽きられ株価を約７分の１にした NINTENDO） 

【ゲーム業界を取り巻く環境の急変化】 

法律の変更により従来通⽤していた課⾦体系が違法化してしまう。 

更に、ユーザーが使う端末も都度変化する。 

（例：コンプガチャの法律規制により株価を３分の１以下に落とした GREE） 

※弊社は不景気の中でも売上をアップする端末を限定しないソフトウェアを開発している。 

 
 

４：参入障壁が低く、競争相手が多い  
・売上アップ系は、「外部から⾒えない論理」が開発には不可欠であるため、競合が参入しにくい。 

・従って開発には、創造性豊かな人材が不可欠であり、 

平凡な才能の人材がソフトウェアを量産できる訳ではない。 

※弊社は余剰資⾦を開発に投入し、息の⻑いクリエイティブな開発を⾏っている。 
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事業内容 

①法人向けデータマーケティング支援システム 

②美容院向けマーケティング改革コンテンツ付随アプリケーション 

③書籍流通支援システム 

④法人代表者向け経営セミナー、コンサルティング事業 
 

①法人向けデータマーケティング支援システム 

 

１：事業内容 

個人事業主、ならびに DRM を⾏う法人向けデータマーケティング⽀援システム。 

メールを届けるためのメール送付ではなく、売上を上げるための広告送付と計測という思想。 

その他、 

→UX ベースで機能を定義 

→データベースではなく UI から設計 

２：商品開発の背景・理念 

オンライン BtoC 市場は近く 10 兆円にも達する（達した）と言われる。その中で、メール送付や⼿紙送付によるステ

ップバイステップでの価値観教育は重要度を増しているが、未だに「決められたメールを順番に送る」という思想を

抜け出せていない。 

また、広告代理店は「デザイン」は⾏えるが「コピーライティング」は提供できない。更に、リスト管理も「⾒込み

客リスト」「購入者リスト」「VIP 顧客リスト」といった思想でしか管理できない。 

当ソフトウェアは、「⽤意された経験の上をユーザーが歩く」という思想で作りなおされており、革新的なシステム

となっている。顧客にとっては有益な事業が興味あるタイミングと形態で送られ、スパムメールや興味のないダイレ

クトメールを受け取る機会が減少し、またそのように感じるメール・ダイレクトメールの配信解除も容易となる。興

味がある方は面接で聞いて欲しい。 
 

②美容院向けマーケティング改革コンテンツ付随アプリケーション 
 

１：事業内容 

美容院向け会計システム・経営ノウハウ・薬剤等の統合サポート環境の提供。 

２：商品開発の背景・理念 

カラーやパーマ等のファッション性を重視した、いわゆる美容院は、10 万件以上あると言われる。 

数としては充分増えたが、⼤⼿低価格サロン（1000 円カット等）等の増加による顧客の取り合いで、充分に利益が出て

いるサロンは少ない状況である。そこで、経営ノウハウと経営ノウハウが上⼿く⾏われているかを確認できる会計システ

ム、ならびに美容室が使⽤する薬剤等の統合経営環境を丸ごと再現できる事業者⽀援パッケージを制作した。 

 

 

③書籍流通支援システムの開発＆運⽤・構築・支援 
 

１：事業内容 

個人事業主・副業者・法人向けの書籍流通統合⽀援ツール群です。 

→検索ツール：中古メディア店における価格チェッカー・購入商品自動アドバイスツール。 

オンライン相場との価格差、及び、売れ⾏きの差分を表示し、差益の出る商品情報を表示・購入サポート。他に、

古本の価格チェッカーとして利⽤する法人もある。 

→価格改定ツール：Amazon のライバル価格に対して、人間が直感で価格改定する感覚に近づくように、各種品質・

配送形態を考慮した価格を設定。 

完全オンライン・ノータッチで、在庫情報の自動更新もできるソフトは業界初。 

→出品ツール（現在、法人向け限定）：品質とコメントを入⼒し、バーコードをスキャンするだけで全自動で出品が

完了し、シールまで出⼒できてしまうソフトウェア。 

開発特性の関係から、社内ならびに特約法人限定で運⽤。 

２：商品開発の背景・理念 

個人事業主・法人代表者向けに、トータルでの経営サポート環境を提供した。その他の社内目的として 

→巨⼤な物販データベースを利⽤したデータマイニングの知⾒蓄積 

→業界初の価格改定システムのクラウド化 

→ノウハウとシステムを組み合わせた統合事業⽀援環境の商品開発と販売能⼒の向上等があった。 
 

④法人代表者向け経営セミナー、コンサルティング事業 
 

１：事業内容 

2013 年⾏われ、累計 3000 名の法人代表・法人代表候補が参加した「次世代起業家育成セミナーシリーズ」と、法人

代表者向けコンサルティング。年間売上⾼〜4 億円程の法人代表や、起業家の卵が参加している。 

  
  

次世代起業家育成セミナーシリーズ         特別編：時短起業で最短・最速・リスク０で起業する方法 

その１：システム化基本セミナー        その２：システム化ビジネスモデル作成セミナー 

その３：システム化商品開発と経営実践セミナー その４：システム化未来予測と１億円事業永久創造セミナー 
 

２：商品開発の背景・理念 

→インターネットの利⽤を前提とした、21 世紀型の知識社会に最適なビジネスの全体像を教える起業講座 

→単⼀の事業のノウハウセミナーは良くあるが、現実的な起業・経営の全体像を教える講座が少なかったので提供。

代表が MBA や実際の起業で得た知⾒を元にした多数のオリジナルモデルを伝える。 

→次世代の事業を創造し、安定化させることで、雇⽤の創出が起こる。 
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代表者紹介 

加藤将太  

 

大学入学まで 

●11 歳、塾に⾏かずに全国模試で TOP10 に入る。 

塾の楽しさを知るが、家計の節約のため塾は 2 ヶ月で辞め公⽴中学へ進学する。 
 

●テニスを⾏うが、環境格差から、 

唯⼀の強みであると思われた勉強の方へ邁進。この頃から教育が夢に。 
 

●19 歳、神⼾⾼専で TOEIC850 点を獲得。クラスメート全員が不可能と思う中、 

京都⼤学工学部に合格（新聞配達、運動部の経験、 

塾に⾏かない、神⼾⾼専同学科から合格は創⽴以来初等の特徴）。 
 

●研究内容は、データマイニングの基礎理論的なもの（パーセプトロンの学習）と数値計算（プログラミングによる）。 
 

大学卒業まで 

●20 歳、UC バークレーに短期留学。憧れだった留学を果たす。 

研究を続けても日本が豊かにならない、人⽣の冒険が少ない、などを憂いて技術を“活かす”方向へ。 

その前段階として京都⼤学 MBA を経由し、経営の準備を⾏う事とする。 
 

●21 歳、ベトナム人とベトナムに IT をアウトソーシングするベンチャー⽴ち上げを試みるが、知識不⾜から挫折。目標

を小さくして過去問を売るサイトを⽴ち上げて起動に乗せる。 
 

●22 歳、1 ヶ月の勉強で京都⼤学 MBA（経営管理⼤学院）に合格。 

今までの⼀応の総復習として、3 日間の勉強で、京都⼤学工学部の⼤学院にもダブル合格。 
 

●小規模コンサルティングファームと事業会社に内定を貰う。迷った末事業会社へ就職。 
 

●研究：シミュレーション研究（三極管自由電子レーザー銃の構造最適化） 

（仮説構築により変数を増やし、シミュレーション実験方法の工夫により最適化。 

その研究室内ではシミュレーションで、例年 20％ずつアップしていた性能を⼀気に 6400％増。 

理論上、23 年分のブレークスルーをもたらす研究成果。但し研究には飽きたが・・・） 

 

●⼤学院時代は所属していたゼミで、ホワイトカラーの⽣産性向上のため、 

活動内容と活動時間を記録・計測し、分析するためのアプリをエクセル VBA で作る。 

 

大学卒業〜起業まで 

●自分の⼒が試されない環境から、５ヶ月で脱サラ、 

予定していた全てのプロセスをすっ飛ばして、⾼専以来夢だった教育を変える活動を始める。 
 

●24 歳、関⻄の⼤⼿中学受験塾の希学園に算数科非常勤講師として入社。 

独自の上達理論により、5 週間(通常 10 分の 1 の期間)で正講師に昇格（創⽴以来初）。 

与えられた環境を鵜呑みにするのではなく、自分なりの上達理論を作って実践するべきと再認識。 

この頃には、独自の練習プログラムを作って(システム化して)から結果を出す、という事が癖づいていた。 
 

●25 歳、日本最⾼の算数科講師になっても、日本の教育は変わらないと気づき、影響⼒を⾝につけるために経営を開始。

つまり、経営で影響⼒を付ける→教育を変える。全国制覇というゴールが⾒えた転売から始める。 
 

起業後の歩み 

●26 歳、創業初月で 3 名を雇い、 

1 年で延べ 1000 名以上を面接し社員数⼗人を使う社⻑に。 
 

●27 歳、創業 1 年目で 1.1 億の売上を達成。 

1 年 2 ヶ月後の 2013 年 3 月、Amazon 法人部門月間売上⾼ 2 位(4583 万円)を達成。 

日本の中古書籍の買取価格相場を 3 倍にする事を目的に、店舗展開を目指し邁進。 

⼿始めに⾦券ショップなどへ古本買取代理店を 5 店舗開拓、年商 1000 万規模まで育てる。 
 

●しかし、販売の拠り所だった Amazon から、倉庫の設⽴計画が変わったから 

17 万冊あった在庫を⼤幅に減らすよう指示され、⼀時営業停止により対応せざるを得なくなり挫折。 

⼤⼿の都合で経営計画を変えざるを得なくなるという危険性から、 

インターネットによるノウハウ付システムの貸し出し販売（ASP 事業）に変更。 
 

●28 歳、その年の年商はほどんど落とさず事業転換に成功、ASP で利益を得る IT 企業となる。 
 

●28 歳、MBA とコンサルを目指す中で培った経営、構造化の⼒と起業経験を組み合わせたセミナー 

「次世代起業家育成セミナー」をシリーズで開催。⼤々的な宣伝は⾏わず、それまで自分に魅⼒を感じてくれた方々に対

する集客だけで累計 3000 人を集め、1 年で 8000 万円を売り上げる。 
 

●2014 年度は弊社 STAGE2（統合マーケティング⽀援ソフトと美容院事業）の推進、 

ならびに STAGE３に向けた自己研鑚と学習に勤しんでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の特徴 

●代表が工学部卒業・プログラミングの経験があり、技術者に優しい企業です 

就労環境・マシン環境はもちろん、「メリハリをつけて創造性を発揮したい」 

理系人材にとって、最も働きたくなる企業となるよう、様々な工夫を凝らしています。 

●自⾝の学習経験や、塾での指導経験を通じ、“最短距離で上達する”練習メニューを考案することに 

⻑けています。業界未経験者でも、無理なく最短距離で成⻑する事が可能な企業となっています。 

●代表は工学部を卒業後、MBA を取得しており、経営の知識もあります。これら知識を活かし、 

いわゆる労働集約型が不可避となるポジショニングを避け、労働者に報いる事の出来る 

組織となるよう努めています。 
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会社の歩み 
 

 

ココデ・グローバル株式会社は、『今ここで、グローバルな視野が拓ける』システムの流通と 

ビジネスのシステム化を応援します。 

 

社名 ココデ・グローバル株式会社 

代表者 代表取締役 加藤将太 

沿革 

2010 年 10 月 営業開始 

2012 年 1 月 ココデ・グローバル株式会社へ移⾏ 

2013 年 3 月 新⼤阪に移転 

事業内容 
IT システムの企画、開発、運⽤、販売、コンサルティング 

インターネットを利⽤した通信販売業及び情報提供サービス業 

売上⾼ 

年度 物販売上⾼ 
その他(システム等) 

売上⾼ 

2011 年 1.1 億円 0 

2012 年 2.2 億円 6000 万円 

2013 年 0 約 2.5 億円(集計中) 
 

お 客 様 メ ー ル

対応窓口  

ホームページ http://kokodeglobal.com 

 

 

 

オフィスについて 

●本社・システム開発事業部 

〒533-0031 大阪市東淀川区⻄淡路 1-1-32 新大阪アーズビル 1 階、6 階、11 階 

1 階：撮影スタジオ、6 階：開発室、11 階：本部   ※郵便物は必ず 11 階にお送りください。 

●サービス運⽤事業部 

〒567-0877 大阪府茨木市丑寅 1-3-30 1F 

 

本社外観 

 

本社で頑張るインターン⽣⻫藤くん 

 

 

 

 

 

お客様の喜びを追求するサービス運⽤事業部 

 

オフィス所在地 

新大阪本社          サービス運⽤事業部 

  
※本社は、新⼤阪駅東口下⾞、徒歩 2 分。 


