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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

　　　　　は、 

株式会社ZIZO ( ディレクター )  

株式会社ZIZO DESIGN ( デザイナー、エンジニア )  

2社で構成される 

クリエイティブ・プロダクション 

( Web制作会社 ) です。

ZIZO is a creative production company. 

( Web production company ) 

ZIZO is comprised of two companies,  

ZIZO ( Director ) and  

ZIZO DESIGN ( Designer, Developer ) .

DEVELOPMENT

システム開発

GLOBAL PROMOTION

海外プロモーション
DESIGN

デザイン

PRODUCTION

コンテンツ制作

PLANNING

企画・戦略立案

WAKU WAKU

楽しむ！

ZIZOが得意なことご挨拶
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

社名　　　　　株式会社ZIZO 

設立　　　　　2010年12月 

代表取締役　　仲島宗徳・川口智士 

社員数　　　　24名 

資本金　　　　6,000,000円

OSAKA ( HQ )

大阪本社

〒550‑0003 

大阪市西区京町堀1‑17‑16  

京町堀センタービルディング10F

会社概要

NAGOYA

名古屋オフィス

〒453‑0002 

名古屋市中村区名駅4‑17‑3  

メイヨンビル2F プロコワ内

TOKYO

東京オフィス

〒107‑0062 

東京都港区南青山1‑11‑30 

パレ南青山2F

社名　　　　　株式会社ZIZO DESIGN 

設立　　　　　2014年4月 

代表取締役　　前川慎司 

取締役　　　　仲島宗徳・川口智士 

　　　　　　　浄閑洋一・坂口隆俊 

社員数　　　　19名 

資本金　　　　2,500,000円

主要取引先

・アイテック阪急阪神株式会社 

・株式会社アマナ 

・アソビュー株式会社 

・株式会社インフォバーン 

・株式会社ADKクリエイティブ・ワン 

・江崎グリコ株式会社 

・加藤淳一建築事務所 

・株式会社サニーサイドアップ 

・シナジーマーケティング株式会社 

・敷島製パン株式会社 

・株式会社ジェイアール西日本コミュニケーションズ 

・株式会社大広 

 

・株式会社大広関西 

・辻調グループ 

・株式会社電通テック 

・株式会社デジアサ 

・電通アイソバー株式会社 

・TOYO TIRE株式会社 

・凸版印刷株式会社 

・トランスコスモス株式会社 

・株式会社人間

・株式会社博報堂 

・デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

・株式会社阪急デザインシステムズ 

・株式会社阪急ホームスタイリング 

・フェンリル株式会社 

・株式会社マクロミル 

・株式会社読売連合広告社 

・讀賣テレビ放送株式会社 

・株式会社リクルート住まいカンパニー 

・株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 

・株式会社リクルートライフスタイル 

・株式会社リクルートコミュニケーションズ　 

   (順不同、敬称略) 

事業所
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

創業

¥ 0 0人

50人

30人

40人

20人

10人

43人30人22人21人15人12人9人5人2人

8期7期6期5期4期3期2期1期

2019/032018/032017/032016/032015/032014/032013/032012/032010/12

売上高

社員数
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

男女／職種別割合

ディレクター

56%

デザイナー

28%

エンジニア

16%

男性　25 人 女性　18 人

ディレクター

デザイナー

エンジニア

全体男女比

58% 42%

64% 36%

50% 50%

23 人

11 人

8 人

43 人

その他 1 人経理 ( 女性 )

全体職種比

53% 26% 19%

ディレクター デザイナー エンジニア

平均年齢

全体 34.2 歳

ディレクター

デザイナー

エンジニア

35.3 歳

32.1 歳

33.0 歳

平均在籍期間

全体 2.7 年

ディレクター

デザイナー

エンジニア

3.0 年

2.3 年

1.9 年

2%

その他

ディレクター

53%

デザイナー

24%

エンジニア

24%

61% 39%

平均データ
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

『 』

2011年4月 制定！

旧ミッション ( 2011年7月頃～2018年4月頃まで )

キックオフのたびに穴埋めテストをして確認していたミッション。 

社員の数が増えたり、サービスが多様化した会社の実情とアンマッチするようになり、 

コーポレートサイトのリニューアルとともに削除されました。

このビジョンを体現していること

名刺にくじがついていて、高額賞品が当たったり！ 制作案件に必ずワクワクポイントを入れたり！ 年賀状にルー大柴さんを起用したり！ キッチン付きのレンタルスペースを運営したり！ 目標達成して海外で研修旅行したり！

ビジョン

1）世の中にひとつでも多くのワクワクを。 

2）自分たちもワクワクしたい。



「ワクワクする事をひとつでも多く！」のビジョンをもとに、価値観・共通認識を具体化。
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

制定中・・・

バリュー

価値の生み出し方 大切にしていること 目指したい働き方

　　 価値の高い仕事を 

          少しだけやる 

　　  or 

           誰でもできる仕事をたくさんやる
やりたいこと できること

求められていること

やらない

やらない趣味

やりたい 

案件を 

獲る

できる 

ことを 

増やす

興味を 

持つ

稼げる 

ように

　　Q：クオリティが高い 

　　C：安い 

　　D：納期短い 

　　F：対応がいい

徐々に定まってきているバリューの原石

「人は好きなことをしている時、一番パフォーマンスが上がる」 

という考えのもと、やりたいこと、求められていること、できる 

ことを両立させることを奨励しています。 

それを実現するための動き(上の図で黄色くなっている部分)は、 

どんどんやってほしいと伝えています。

クオリティが高い・安い・納期が短い・対応がいいの中では、 

クオリティと対応力で勝負したいと考えています。 

クオリティや対応の良さを犠牲にしてまで安売りしたり、 

短納期の追求はしません。

できるだけ価値の高い仕事をして、短い時間でたくさんの価値を 

発揮したいと考えています。効率的＆質の高いパフォーマンスが 

できるよう、就業規則やルールを改善し、労働時間ではなく成果 

で評価するようになりました。
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

2010 ‑ 2011

2010
/ 12 株式会社ZIZO設立

大阪・心斎橋にて株式会社ZIZOを設立しました。 

社名の由来は代表二人の顔が 

地蔵に似ているという理由からです。

/ 02 鼻毛通知サービス 

「チョロリ」リリース

株式会社人間さんとの共同開発。 

「an･an」「笑っていいとも」をはじめ、 

様々なメディアで取り上げられ、 

その後1年間で40万本以上の鼻毛を救いました。

肥後橋オフィス オープン

NAGASAKIビル305号室にオフィスを構えました。 

コーディングのスペシャリスト、 

株式会社デバイスさんとのシェアオフィスでした。

/ 04

1期1Qキックオフ 初のキックオフで、ビジョンとミッションを決めました。 

ディレクター・デザイナーが1名ずつ増え、 

メンバーが4人になりました。

/ 06 ZIZOサイト オープン ZIZO写真と名刺交換するとサイトでくじが引ける 

くじ付き名刺システムを導入しました。 

当時の一等はドンペリニョン！

2011

/ 12 引っ越し 同じビルの206号室へ引っ越しました。 

初めて自分たちだけのオフィスを手に入れました。
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

2012 ‑ 2013

2012
/ 01 / 01 ルー大柴さんを起用した 

年賀サイトを作成

/ 04

/ 10 3期3Qキックオフ ディレクターが加わり13人になりました。 

オープン直前の「江戸堀チューボールーム」で、 

キックオフ&達成会を行いました。 

達成会ではシェフ川口 ( 代表 ) が 

手製の本格ビーフシチューをふるまいました。 

2013
1期4Qキックオフ ディレクター・デザイナーが1名ずつ増え、 

メンバーが6人になりました。 

新しいオフィスで新しいメンバーを迎え、 

ますますパワーアップしました！

/ 04 「ワクワク枠」導入 「ワクワク枠」は、毎月1人3,000円までを 

ワクワクする事に使える制度です。 

本、美術館、映画、旅行、etc… 

どんどん活用してかっこいい大人を目指し始めました。

/ 10 2期3Qキックオフ フレッシュなディクレターが2名入社し、 

全員で9人になりました。 

下期の目標設定では、各自のやりたいことを 

「個人目標」として仕事に取り組みました。 

キックオフの後は御舟かもめで 

大阪市内をクルーズしながら達成会をしました。

3期1Qキックオフ これまで学生アルバイトだった新卒ディレクターが 

社員として加わり、全員で10人になりました。 

キックオフの後は達成会&オフィスでお花見。 

出張すし職人を呼んで、優雅なひとときを過ごしました。

江戸堀チューボルーム オープン

オフィスと同じビルの1階に、キッチン付きの 

レンタルスペース「江戸堀チューボールーム」を 

オープンしました。 

食材やお酒を持ち込んでホームパーティをしたり、 

大画面のプロジェクターで映画やゲームを楽しんだり、 

ワクワクが詰まったステキな空間になりました。

/ 04



11
FACT 
BOOK

PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

2014 ‑ 2015

2014
/ 04 5期1Qキックオフ

/ 07

2015

大阪オフィス拡張

メンバーが増えてきたので、オフィスを拡張しました。 

ゆったりとした環境で、これまで以上にすばらしい 

アイデアがひらめく環境になりました。

/ 04 株式会社ZIZO DESIGN設立

ZIZOのデザイン部門を分社化して 

「株式会社ZIZO DESIGN」を設立しました。 

代表取締役には「亀ハウス」で活躍されていた 

グレート前川氏が就任しました。

株式会社ZIZO 東京オフィス設立

「東京でもワクワクを生み出したい！」ということで、 

南青山に東京オフィスを設立しました。 

支社長には「社内一・南青山が似合う男」 

大曽根が就任しました。

/ 07

/ 11 初！海外のお仕事 ずっと「仕事で海外へ行きたい」と思っていたら、 

あるWebキャンペーンのお仕事で2人のメンバーが 

イタリア・ミラノへ行くことに。 

現地では、本場のピザでパワーを充電しながら 

ハードスケジュールをこなしました。

4期2Qキックオフ デザイナー2人加入し、ZIZO DESIGNがパワーアップ！ 

この1年間で最もワクワクを与えた「どや案件」を 

決定する社内イベント「どやグランプリ」を初めて 

開催しました。

部屋に飾った満開の桜を眺めながら、 

5期のキックオフを行いました。 

新しく編成された5つのチームのリーダーが 

今期の方針発表を行いました。

グローバル化計画 スタート バルセロナ出身のクリスティアンが入社し、 

グローバル化計画がスタートしました。 

手始めに、スペインバルに行ってスペインワインを 

飲むところから着手しました。 

/ 10

ニューヨークの 

カンファレンスに参加

代表の川口が、ニューヨークで開催された 

「Service Design Conference」に参加し、 

最新のサービスデザインについての情報収集を行いました。

東京オフィス移転 世田谷区・池尻大橋にオフィスを移転しました。 

オープニングパーティでは、ニューヨーク、バルセロナ、 

大阪を同時中継して、グローバルな会話を楽しみました。
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

2016 ‑ 2017

2016
/ 04 ストラテジーチーム＆ 

テックチーム発足

2017

社員研修でハワイへ！

2チームに分かれてハワイへ5泊7日の研修に行きました。 

現地の制作会社を訪問したり、サメと一緒に泳いだり、 

ハンバーガーを食べ比べたり、ハワイでしかできない 

さまざまな研修を実施しました。

/ 09 ZIZO Media Coordination 

スタート

海外のTV局や制作会社が日本で取材、撮影をする際の 

コーディネーションサービスをスタートしました。 

サービス開始後、早速ハリウッドの映像制作会社 

Picrowさんから依頼をいただき、ミッキーマウスが 

誕生日に世界を巡る映像制作のお手伝いをしました。 

より各自の得意分野を伸ばしていくため、 

ディレクターのチームをストラテジープランニングと 

クリエイティブプランニングチームに分割。 

さらにエンジニアだけのテックチームを発足させました。

/ 06 DRONE‑PA スタート ハワイでのドローン撮影サービス「DRONE‑PA」を 

ローンチしました。受注が殺到したら、毎週のように 

ハワイに行かないといけないというハードワークですが、 

がんばりたいと思います！

/ 04 6期1Qキックオフ 今期のテーマは「さらに上を目指す！」ということで、 

ボルダリングのジムを貸し切って、みんなで上を 

目指して登りました。優勝チームのメンバー全員に 

USJの1デイ・スタジオ・パスが進呈されました。 

/ 07

東京オフィス移転

青山一丁目にオフィスを移転しました。 

都心にありながらパークビューというすばらしい環境で、 

ますます仕事がはかどりそうです。 

ぜひ、遊びに来てくださいね。

/ 11

社員研修でシンガポールへ！

海外研修旅行2年目の目的地は、シンガポール！ 

灼熱の太陽のもと、現地の制作会社を訪問したり、 

カレーやバクテーの味を研究するなど、 

今回もさまざまな研修を実施しました。

/ 07

大阪オフィス移転

「これ以上1人も増やすことができない」という 

超過密状態の旧オフィスから、 

約3倍の広さを持つオフィスに移転しました。 

シリコンバレーのスタートアップ企業に 

インスピレーションを受け、新オフィスのコンセプトは 

「LOFT&GARAGE」になりました。

/ 10
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PROFILE 会社概要 数字でわかるZIZO ビジョン・バリュー 沿革

2018 ‑ 2019

2018 2019

社員研修でパリへ！

海外研修旅行3年目の目的地は、パリ！ 

今回からテーマが「調整力」となり、達成率によって 

予算が与えられ、各自で航空券や宿を手配する 

システムになりました。そしてエッフェル塔で全員集合。 

全員無事集まれた感動は大きかったです。

/ 04 ZIZOサイト リニューアル 会社の規模が大きくなり、できることが増えたので、 

コーポレートサイトをリニューアルしました。 

メンバーがWebサイトに出現し、何か呟くという 

全員の総力を結集したサイトになりました。

/ 07

/ 01 みんなでいろいろ考える会 

初開催！

メンバーが増えたことで、制度やコミュニケーションに 

ちょっとずつ不満の声が聞こえるように。 

そこで全員で、グループごとに話すワークショップを開催。 

全員のやりたいことや考えを洗い出し、課題ごとに分科会を 

開いて改善していくことになりました。 

/ 04 TD＆ADチーム発足

/ 05 ZIZOフェス初開催！



自社サービス
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SERVICE ZIZOのサービス 受託制作

ZIZOのサービス

ZIZOでは、世の中に一つでも多くの 

ワクワクを生み出すことをミッションとしており、 

他の会社より生み出したワクワクの量が 

多いことを価値としています。 

ワクワクが増えるのであれば、例えば自転車屋さんなど、 

何をしてもいいと考えています。

今得意としているのは、 

Webコンテンツの企画・ディレクション、 

デザイン、開発を中心とした受託制作業です。 

企画、デザイン、テクノロジーの力で 

企業や商品のプロモーションを成功に導くのが我々の仕事です。

ZIZOのサービス・クオリティは 

「世の中にワクワクするものを届ける」ことと 

「自分たちもワクワクする」ことが循環し、 

互いに作用しあうことで高められています。 

この「ワクワク」は案件業務のみならず、 

会社の社風としても大切にしています。

OTHER 
COMPANY

CONTENTSMEMBER
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ZIZOの受託制作

2017年4月にチーム化：ストラテジープランニング、テック 

2019年4月にチーム化：TD/AD

与えられた企画に合わせて 

コンテンツを制作するというやり方だけではなく、 

「商品の認知度を高めたい」 

「来客数を増やしたい」などの課題に対して、 

プロモーションやコンテンツの案をイチから設計し、 

最も効果が期待できそうなものを 

クライアントと一緒に作り上げていく 

というスタイルをとっています。 

ZIZOの得意分野で構成された、6チーム編成

STRATEGY 

PLANNING

戦略を考える。

CREATIVE 

PLANNING

企画を考える。

DESIGN

表現を極める。

TECH

技術を極める。

専門性で職種を超える。

TD/AD

専門性で国境を超える。

GLOBAL

自社サービスZIZOのサービス 受託制作
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アクセス解析～効果改善/デプスインタビュー、サーベイ/商品/マーケット分析/コンセプト立案/ 

ペルソナ、カスタマージャーニーマップ作成/キーワード設定、SEO

クリエイティブディレクション/プロモーションの企画立案/ブランドコンセプト・イメージの立案/ 

オウンドメディア、SNSの企画/コンテンツ制作/映像の制作ディレクション/コピーライティング

Webデザイン/グラフィックデザイン/ブランドロゴ、キービジュアルの制作/イラストの制作

フロントエンド開発/バックエンド開発/アプリ開発/VR、IoT

海外マーケットのリサーチ/多言語サイト ( コーポレート/ブランド/EC ) の制作/アクセス解析、効果改善

ストラテジープランニング

マーケティングやアクセス解析の技術を駆使して戦略を立て、Webでの集客を成功に導きます。 

ターゲットを絞って効率よく情報発信したい、会社や商品の認知度を上げたい、 

コンバージョンを上げたい、という方のお役に立ちたいと思っています。

クリエイティブプランニング

人を惹きつけてワクワクさせる魅力的な企画を考え、質の高いコンテンツを制作します。 

ブランドイメージの制作、SNSを駆使したキャンペーン、オウンドメディア施策、 

映像のディレクションまで、クリエイティブに関することを追求しています。 

デザイン

ワクワクするようなビジュアルと使い勝手の良さを兼ね備えた、 

クオリティにこだわったデザインを日々生み出しています。 

Webデザインに限らず、アプリ、紙媒体、映像など、ビジュアルとUIに関わる全てのことが守備範囲です。

テック

Web、アプリの開発を中心に技術力を追求しています。 

テクノロジーを企画やデザインと融合させ、ワクワクするコンテンツを作ります。 

オフィスにIoT、VRなどの実験コーナーを設け、日々のR&D活動にも余念がありません。

グローバル

海外のマーケットでビジネスをする日本企業、日本のマーケットでビジネスをする海外企業のお手伝いをしています。 

海外出身のメンバーも増えており、日本企業のグローバル施策はもちろん、 

アメリカ、イギリス、フランス、スペイン、オーストラリアなどの企業と様々なプロジェクトを行いました。 

できること

できること

できること

できること

できること

STRATEGY PLANNING

CREATIVE PLANNING

DESIGN

TECH

GLOBAL

得意分野・できること

自社サービスZIZOのサービス 受託制作
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ブランドサイト

コーポレートサイト

その他

紙媒体( パンフレット等 )

キャンペーンサイト

アプリ

SNS運用

オウンドメディア

サイト更新・運用

採用サイト

Webサービス

動画・CM

ストラテジープランニング 

 ( コンサル・マーケー・分析 )

リアルイベント

インターネット広告

18.07 %

14.65 %

10.36 %

9.20 %

8.76 %

5.22 %

4.87 %

4.79 %

3.78 %

3.41 %

2.70 %

1.38 %

0.84 %

0.40%

11.41 %

制作物の種類別割合 職種ごとの成果物別売上割合

※8期下半期案件リストより (2018/10 ‑ 2019/03)

50%

13%

8%

3%

UI /サイト設計 

デザインディレクション 

アプリ 

ブランディング 

グラフィック 

定常案件 

コーディング 

その他

9%

9%

8%

1%未満

デザイナー

マークアップ 

アプリ 

CMS /WordPress 

Javascript 

テクニカルディレクション 

IoT 

php 

デザイン

39%

30%

13%

6%

11%

1%

1%未満

1%未満

エンジニア

※8期下半期案件リストより (2018/10 ‑ 2019/03)

自社サービスZIZOのサービス 受託制作
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SERVICE

海外のTV局、映像制作会社などが日本で取材、撮影をしたい 

時に、コーディネートをお手伝いするサービスです。世界中 

から予想以上に依頼を受けていますが、先日は、ハリウッド 

の制作会社からのオファーで、LAのミッキーマウスが誕生日 

の記念に世界を巡る企画の日本での撮影コーディネートを担 

当しました。

ZIZO Media Coordination ( ZMC )

ハワイでのドローン撮影サービスです。 

現地在住の撮影スタッフと連携して、ロケーションの提案 

から選定、撮影までを行います。主に、撮影を口実にハワ 

イに行きたい広告代理店の方からのご依頼をお待ちしてい 

ます。

DRONE‑PA

キッチン付きのレンタルルーム「江戸堀チューボールーム」は、 

調理器具や食器が一通り揃っているプライベートな空間です。 

好きな食材やお酒を持ち込んでホームパーティをしたり、 

いつもとは違う雰囲気でミーティングをしたり、様々な使い方 

ができます。料理関連のTV番組や雑誌の撮影、試食会にも 

利用いただいています。 

 

※2017年11月以降、株式会社2JOYが運営しています。

江戸堀 

チューボールーム

会社設立直後の仕事がなかった時期に「暇だから」という 

理由で作った画期的なサービスで、株式会社人間との共同 

開発によりリリースしました。 

面と向かって言いづらい「鼻毛出てますよ」を匿名で伝え 

るためのサービス。ニュースサイト、ラジオ、テレビ、 

雑誌などで取り上げられ、これまでに60万本以上の鼻毛が 

救われました。

チョロリ

ZIZOの自社サービス

社内で出たアイデアをもとに、 

これまで自分たちでサービスをいくつか立ち上げました。 

新規サービスを社長にプレゼンし、承認となれば 

初期投資など必要な費用は会社が支援します。

▼ ワインメモ（創業前～2011年ごろ） 

ワインの記録、口コミを投稿できるサービス。起業のきっかけとなったアイデア。 

受託制作の仕事で忙しくなるうちにそちらの方が楽しくなり、 

なんとかリリースしたものの軌道に載せるほどのパワーをさけずに頓挫。 

 

▼ hi!page（2011年～2012年ごろ） 

クリニックのHPのフォーマットを1つ15万円で売るサービス。 

安定収入のためにと思ってリリースしたが、あんまりワクワクしないし、 

依頼がきても乗り気になれないしで、あえなく終了。 

お金になったとしても興味があることじゃないと続かないと痛感。

既に終了したもの

現在も運用されているサービス一覧

自社サービスZIZOのサービス 受託制作
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CULTURE ZIZOの働き方 提供される価値・機会 自主的な取り組み

ON JOB OFF JOB

前章の通り、やりたいこと・求められていること・できる 

ことを両立させながら、日々ワクワクすることを生み出し 

ています。得意分野ごとにチームは分かれていますが、案件 

によって流動的にアサインされるので、いろんな人と仕事す 

ることが多いです。年功や社歴といった序列意識はほぼ感じ 

ることがありません。

お仕事も、自分たちもワクワク！

働き方、時間、場所に対する自由度が高いです。 

もともとフレックス制は採用していましたが、クリエイティ 

ブで余裕のある働き方を実現するため、2018年7月から裁量 

労働制を導入しました。当初グレードZ6以上の適用でしたが、 

2019年4月にZ4以上に拡大。効率化を制度として推奨した結 

果、売上げも着実に伸びています。

たくさん働く＜効率的に成果を出す

オフィス移転に伴いディレクターの席はフリーアドレスに。 

デザイナー、エンジニアは定期的な席替えを行い、いろんな 

人とコミュニケーションを取れるようにしています。 

また、コミュニケーションツールとしてSlackを導入。全員が 

メンバーのチャンネル「#general」の他、チームや案件、プ 

ロジェクトごとに自由にチャンネルが作られています。

ほどよい距離感のコミュニケーション

社長たちを筆頭に、ZIZO社員は美食家＆お酒好きが多く、 

社内にはバーカウンターやワインセラーが完備されています。 

後述するキックオフや達成会、フェスなどのイベントは 

もちろん、金曜の夜にはカウンターでプチパーティー… 

なんてオシャレな働き方もついに実現。体育会系というより 

は文化部的なノリで、しっぽりワイワイしています。 

社内のバーカウンターで乾杯！

ZIZOが目指す理想的な働き方

ZIZOの働き方

やりたいことをやって 

お金を稼ぐために集まった仲間。

家族。もしくは、みんながクラスメイトで、 

自分が学級委員とかリーダーとして 

文化祭で出し物やってるみたいな感じ。

社長にとって 

社員はどんな存在？

・ 
・ 
・ 

▼

「『 「『「

』

「

』
Nakashima Kawaguchi
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CULTURE ZIZOの働き方 提供される価値・機会 自主的な取り組み

ナレッジ共有・コミュニケーション

ZIZOの働き方

ZIZOでは、仕事を通して得た知識やノウハウ、気付きは積極的に社内に共有し、他の人も活用可能にすることを評価しています。 

そうすることで、会社全体としてより多くのワクワクを生み出せると考えています。

四半期ごとに、振り返りと来四半期の方針や目標を再確認 

するキックオフが行われます。3ヶ月に一度、全体会がキッ 

クオフになり、社長と各リーダーから振り返りと来期の方 

針・目標などの発表があります。チーム編成などの体制発 

表があることもあります。最後には必ず誰かによる掛け声 

があり、みんなで気持ちを引き締めます。

キックオフ

キックオフの後、粗利を達成している場合は達成会があります。 

寿司職人を呼んでお寿司を食べたり、カレーのケータリングを 

したり、もちをついて食べたり、チーム対抗ボルダリング対決 

をしたり、USJに行ったり。とにかく楽しいことをしています。 

今のところ、ほとんど社長が企画と準備を行っています。

達成会

全体会（創業時～2019年3月）

毎月一回、第一or第二水曜の17時～19時に開催していました。東京も含め全社員が集まり、案件や社内プロジェクトの共有、 

研修や新しいツールなどのナレッジ共有、ワクワク枠の共有、なにかの表彰、会社からのお知らせなどのコーナーがありました。 

ナレッジ共有の発表者は有志で、発表内容は事前にリーダー会での承認が必要でした。

各チームごとに定例ミーティングを行い、案件の進捗、粗利の達成具合、トピックスやミス、ミッションの進捗など共有 

しています。内容や頻度、やり方は各チームに任せられています。また、チームごとに、3ヶ月ごとに5000円×人数分の 

打ち上げに使用できる予算があり、各チーム飲み会をしたり、バーベキューをしたり、イベントにでかけたりしています。

毎週木曜17時～18時。社長と各チームのリーダーが集まって、案件の進捗、粗利の達成具合、トピックスやミス、社内プロ 

ジェクトの共有、採用の進捗などを話す会を行なっています。リーダー会のシートはスプレッドシートで全社員が見ること 

ができるようになっていて、各自が持つ案件、納品案件、提案中案件、ミッションの進捗具合などを確認できます。

納品案件の共有がメイン。そのほかにも、「こんな本読みました」「こんな事例あります」的なトピックス紹介や、「この 

サービス使うときはこういうことに注意」的な注意喚起もここで行われています。

各チーム会/チーム達成会

LD（リーダー）会

Facebookグループ「ZIZO Knowledge」

ZIZOフェス（2019年5月～）

全体会の発表内容のマンネリ化、盛り上がりのなさ、時間が拘束されることなど不満が表面化したため、新たなナレッジ共 

有・コミュニケーションの場として企画されたZIZOフェス。毎月20日・21日（ZIZOの日）に開催しています。 

発表やワークショップなどのアクトが事前に公表され、参加は自由。BGMはDJ制度でメンバーで選曲を持ち回りします。 

夜はナイトパーティでみんなでおいしいごはんとお酒を楽しみます。
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CULTURE ZIZOの働き方 提供される価値・機会 自主的な取り組み

社内プロジェクト制度

ZIZOの働き方

受注制作の仕事以外で、会社のためになる取り組みに対し、社長承認が降りれば粗利がつく制度です。 

社長が会社として取り組みたいことを有志を募ったり、逆にやりたいことを社長にプレゼンしたりと、きっかけはバラバラですが、 

熱意のある人であれば誰でもプロジェクトを立ち上げることができます。

コーポレートサイト改修プロジェクト 社員研修旅行プロジェクト ドローン撮影サービス「DRONE‑PA」 広報プロジェクト

ZIZOコーポレートサイトをリニューアルするプロジェクト。 

各職種から有志が集結し、総力を結集してリニューアルし 

ました。現在はストラテジープランニングチーム中心に 

サイト改善を行っています。 

 

https://zizo.ne.jp/

社員研修旅行の内容を採用コンテンツにするプロジェクト。 

現地の制作会社を訪問したり、現地のトレンドについて調べ 

たり、社員がやりたいことや得意なことを活かしながら記事 

をまとめています。 

 

ハワイ編：https://zizo.ne.jp/hawaii2016/ 

シンガポール編：https://zizo.ne.jp/singapore2017/

ハワイでのドローン撮影サービスは、ハワイ研修旅行をきっ 

かけにクリエイティブディレクターの加納のアイデアによっ 

て生まれました。現地の先輩と何か一緒にやろうと発足した 

プロジェクトですが、問い合わせもちょこちょこ来ています。 

デザイン：前川、田島　実装：ジョスラン 

 

http://www.drone‑pa.com/

社長と武田、外部アドバイザーの白井さんとで進めている、 

ZIZOの広報について考えるプロジェクト。 

まずはZIZOのファクトブックをつくるところまでをゴールに 

取り組んでいます。

他にも、ワクワクするプロジェクトを随時募集し、既にいくつか動きだしています。
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毎年、目標達成すると海外へ研修旅行に行ける制度です。 

達成率によって行き先やホテルのグレードが変わるので、 

全員目標達成にはこだわります。2016年に始まってから 

毎年達成することができていて、1年目はハワイ、2年目は 

シンガポール…と4年連続で実現しています。 

＜過去の旅行先＞ 

ハワイ、シンガポール、パリ、サンフランシスコ

海外研修旅行

毎月、一人3,000円まで「ワクワクすること」に使える制度 

です。ワクワク枠を何に使ったかは、全員が共通のシートに 

記入するのでお互いに知ることができます。2019年1月は、 

全社員のうち64％がワクワク枠を利用しました。 

＜使用例＞ 

美術館に行ったり、映画を観たり、本を買ったり… 

電気代など、明らかにワクワクしないものに使うのはNGです。

ワクワク枠

オフィス

広々とした大阪オフィスは、ビルの最上階にあり見晴らし抜群。 

インテリアにもこだわった上質な環境で毎日楽しく働いています。 

アイデアに行き詰まったら、バーカウンターでリフレッシュ。 

（ビールも冷えています） 

ソファやクッションのスペースもあり、ディレクターはフリー 

アドレスです。他にも、漫画・ウォーターサーバー・ほかほかご飯 

(オフィスでごはん)・お菓子(オフィスグリコ)など完備しています。

提供される価値・機会（福利厚生）

OSAKA

TOKYO
青山一丁目駅から徒歩5分のところにある東京オフィス。 

窓の外にはのどかな青山公園が広がり、元気に遊ぶ子どもたちや 

気持ち良さそうに昼寝をするサラリーマンの皆さんを眺めながら 

仕事をすることができます。 

オフィスにはグローブとボールが完備されているので、体を動か 

したくなったらいつでもすぐにキャッチボールが始められます。

ディレクターには好みのMacbookを、デザイナー、エンジニアは、好みのMacbookと新品のiMacを支給しています。 

他にも、Office系ソフトやAdobe Creative Cloud、GoogleのG Suiteは基本的に全員付与されます。

新入社員にはオリジナルのZIZO/ZIZODesignバッジが支給されます。また、名刺にくじが付いていてサイズが大きいため、 

名刺ケースはZIZOオリジナル。社員はカラーを選ぶことができ、全員おそろいの名刺ケースを持っています。

オフィスグリコで、100円でお菓子やアイスが買えます。2018年のオフィス移転からは、1杯100円で飲めるコーヒー 

メーカーを導入しました。代表の仲島が好きで大量購入しているペリエが冷蔵庫に常備されており、安く飲めます。 

お客様に提供するのもペリエです。

社員の声から、100円でおかずが買える「オフィスでごはん」（大阪オフィスのみ）とウォーターサーバーが2019年6月～ 

設置されました。

各チームリーダーには月10,000円、役員には月30,000円の予算がつけられ、チームメンバーとのランチやミーティング、 

営業のための費用に充てることができます。他にも、参考文献や研修の補助など皆が使える制度を少しずつ準備しています。

好きなMacのノートPCを支給

ZIZOバッジ/名刺ケース

オフィスグリコ/コーヒー/ペリエ

オフィスでごはん/ウォーターサーバー

リーダー予算/役員予算



評価制度

23
FACT 
BOOK

CULTURE ZIZOの働き方 提供される価値・機会 自主的な取り組み

提供される価値・機会（福利厚生）
教育制度

ZED ( ZIZO Educational program )

ZIZOオリジナルの研修制度です。 

制作経験が浅い方もこの研修を受けると瞬く間に第一線で活躍できるようになるかもしれません。 

新入社員に対し、各テーマを得意とする社員が講義を行います。

ZED 講義内容

・ZIZOのお仕事 

・ディレクションとは 

・第一品質 

・原稿チェック 

・校正記号 

・ファイル管理 

・お見積もり 

・Webの世界 

・Webマーケティング 

・Web納品前チェック 

・スケジュール 

・ディレクトリマップ 

・ワイヤーフレーム 

・プレゼンテーション 

・デザインとは 

・デザインディレクション 

・取材 

・グラフィックの世界 

・プランニング ( 課題設定 ) 

・プランニング ( 課題解決 ) 

・コピーライティング 

研修費補助制度

宣伝会議が主催している講座など、条件を満たせば外部の研修費用を会社が補助してくれます。 

＜過去に社員が受けた研修＞ 

コピーライター養成講座/アートディレクター養成講座/クリエイティブディレクター養成講座等

▼scds（ソーシャルクリエイティブディレクタースクール）（2018年7月～9月） 

2018年夏～秋にかけて開催。元RCOのクリエイティブディレクターの神崎さんが、社内の中堅ディレクター 

向けに行っていた研修をZIZO用に改変して開講してくれたもの。全8回。クリエイティブディレクションの 

思考の体質化をテーマに行われました。 

 

▼中島ディレクターによるコピーライター養成講座（2013年7月～9月） 

宣伝会議のコピーライター養成講座に通った中島さんによる、コピー講座。さまざまなテーマで実際に皆で 

コピーを書き、それぞれ中島さんからフィードバック。いいコピーには金の鉛筆がもらえます。 

 

▼川口さんによるWebディレクター研修（2014年1月～3月）＆調べてみようのコーナー（2014年∼消滅） 

さまざまな新しいWebの用語や流行について、持ち回りで調べてきて発表するコーナー。定例ミーティング 

の中で行われました。 

 

▼ワク研 

岡本さんがファシリテーターとなり、若手・新米ディレクターが集まった勉強会。ディレクターの仕事内容 

を棚卸しし、整理・理解を深めるための会。 

 

▼インタラクティ部 

エンジニアが中心となり、実装について月一回語り合ったり勉強する会。 

例）過去に自分がやってきたこだわりの実装方法/日々疑問に思っていることを事前にアンケートを取り討論

既に終了したもの

その当時の社員のスキルや志向性、状況によって、いろいろな取り組みを行ってきました。 

全員の最低限の知識レベルを統一しようということで、下記を参考にしながらZEDが生まれました。



評価制度

24
FACT 
BOOK

CULTURE ZIZOの働き方 提供される価値・機会 自主的な取り組み

ZIZO社員の自主的な取り組み
環境改善系

会社にとって、メンバーにとって「いいこと」をどんどん制度 

化していく取り組み。「こんな会社だったらいいなぁ」と思う 

こと＆名前を紙に書いて応募箱に入れると、実現できるか協議 

してもらえます。丸山が主体となり発案し、現在も運用中。 

これまで、有給の日数を増やしたり、検証機の購入などが実現 

されました。

ZIZOのいいこと100のこと

旧オフィスの会議室は別の階にあったため、今空いているの 

かどうかが行かないとわからない状態でした。エンジニアの 

藤岡が掛札を使って使用状況で見える化するシステムを開発。 

オフィスに置かれたディスプレイに、常に使用状況が表示さ 

れるようになりました。

会議室使用状況のIoT化

エントランス呼び出しシステム

オフィス移転後未完成のエントランス。「どこから入ればいいのかわからない」「入りにくい、声かけにくい」などの声が聞かれ 

るため、デザイナーとエンジニアがアイデア出しをし、担当者呼び出しシステムのモックアップを作りました。

案件や売上などの数字を一つのエクセルのファイルで管理されていましたが、誰でも記入しやすく、個人、チーム、全社の 

達成率を一度に見やすくスプレッドシート化したものを導入しました。既存の営業管理ツールでは今のところ代用できない、 

エクセルの機能の限りを尽くしてZIZO用に最適化されたシステムです。

ディレクターからデザイナーやエンジニアへの仕事の発注が口頭のみで行われ、どこにも軌跡がなかった状態を改善する 

ため、デザイナー主導でつくられたシステム。全員共有のスプレッドシートに案件の概要や予算を記入し、ZIZO DESIGNの 

メンバーにメールを送信することが義務付けられました。

なんとなくやっていた週に一度の掃除を、きちんとしようということでデザイナーの阪脇がつくったお掃除チェックシート。 

やるべきことが細かく定義され、掃除のクオリティにムラがなくなりました。

年明けのキックオフ余興としてエンジニアの藤岡がつくったおみくじ。空白になったおみくじにスマホのカメラをかざすと、 

結果がARで表示されるという仕組み。終わったあともきちんと結べます。いのしし年にちなんで、大吉をひいた社員には 

社長からジビエ料理のコースがプレゼントされました。今もエントランスに設置されています。

ZIZOフェスが生まれる前、全体会がマンネリ化していた際「もっと聞き手の反応があれば盛り上がるのでは」という声が。 

エンジニアの武田が爆速でモックアップを制作し、端末からイイねを押すと総数がリアルタイムで表示されるボタンができ 

ました。発表内容によってカウント数の変動もあり、全体会に新たなワクワクが誕生しました。

案件リスト

案件オーダーシート

お掃除チェックシート

ARおみくじ

リアクションボタン
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ZIZO社員の自主的な取り組み
イベント系

バレンタインは女性社員から、ホワイトデーは男性社員から、 

毎年サプライズ企画を行う風習があります。バレンタインは 

男性メンバーが格付けされ、成績のよかった人からいいチョ 

コがもらえます。ホワイトデーは女性メンバーへ一人ひとり 

メッセージと、平等なお返しを贈るというのが通例です。

バレンタインデー&ホワイトデー

不定期にオープンする社員食堂。料理が得意な高橋を中心に、 

江戸堀チューボールームに食材を持ち込み、おいしい料理を 

作ってみんなにふるまっていました。スタッフの気が向いた 

時だけ営業するレアな食堂です。 

※オフィス移転に伴い、現在は開催されていません。

ZIZO食堂

UBC ( Utsubo Book Club )

ZIZOの有志と靭公園界隈の人たちが集まって行っている読書会。事前に課題図書が決められており、それを読んで読書感想文を 

書き、発表。お菓子を食べたりしながら語り合います。第一回の課題図書は「経済ってそういうことだったのか会議」、第二回は 

「猫を抱いて象と泳ぐ」（小川洋子）、第三回は「タモリと戦後日本」でした。2018年の夏～秋にかけて中堅ディレクターを対 

象に行われた「クリエイティブディレクター養成講座」で、毎回課題図書が出されたことが発端となっています。

クリスマスに、500円以下のプレゼント交換をしてクリスマスケーキを食べる会。オフィスで開催され、30～1時間くらい 

でサクッと終わります。2018年は川口の生演奏に合わせて「きよしこの夜」を歌うコーナーがありました。

大阪オフィスのある肥後橋・本町界隈は実はカレーの激戦区。そんな影響もあってか、社内のカレー好きメンバーが集結し、 

会社公認の部活として「カレー部」を立ち上げました。名古屋のイベントに出店した際は、売り切れるほど大盛況でした。

麻雀ができるメンバーで集まり、ただただ麻雀を打つ会。社内にマットと麻雀セットが2つ常備されているため、会社で 

開かれることが多いです。初代部長の中島が退職し、現在はやりたい人が号令をかけるシステムになりました。

おいしいもの好きのメンバーで、3ヶ月に一度ほど、ミシュランの星付きのお店にちょっといい格好をして出かけて、ただ 

ただおいしいものを食べる会を開催しています。

デザイナーの石田が発起した若手交流会。初回は石田の年齢以下の社員がチームや職種を越えて集まり、飲み明かしました。

プチクリスマス会

カレー部

麻雀部

美食くらぶ

U‑石田会

昨今のWeb案件で要件に入ることも多くなった「ブランディング」。クリエイティブディレクター・プランナーとして 

立ち回っているメンバーを中心に部を立ち上げ、ブランディングの研究や知見共有を定期的に行っています。

ブランディング部
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表彰制度評価制度

当初はグレードがなく、前職の給料が基準になるなど評価ルールがあいまいでした。 

そのアンフェアさをなくすため、現在はグレード制を採用し、 

それぞれのグレードごとに求められるスキルや姿勢、粗利目標、支払う給与を明らかにしています。

評価の流れ

＜入社・グレード決め＞ 

スキルや経験をもとに、所属するチームのリーダー・社長と面談し役職とグレード、ミッションを決めます。 

↓ 

粗利とミッション達成に取り組む（半期） 

↓ 

面談（3月、9月の年2回） 

前期のミッションの達成度、コンピテンシーシートの振り返り、粗利目標の達成度を振り返り、 

グレードの妥当性についてリーダー・社長と話し合います。賞与の金額も面談で決定します。 

↓ 

賞与（6月、12月の年2回） 

毎年6月と12月に賞与が振り込まれます。

平均グレード

全体 Z 5.58

ディレクター

デザイナー

エンジニア

Z 5.79

Z 4.63

Z 6.17

どや顔グランプリ（どやグラ）2014/7∼2015/8

UP!UP!AWARDの前身となる表彰制度。ディレクター全員が注力した「どや案件」でエントリーし、社長と社外から 

審査員をお招きして「世の中にワクワクを与えた」案件にゴールドどや、シルバーどや、ブロンズどやを進呈します。 

栄えあるゴールドどやには、金の仏像が送られます。 

2年連続あまり順位が変わらなかったことや、 

デザイナー・エンジニアを評価する仕組みがなかった 

ため廃止され、代わりにUP!UP!AWARDが始まりました。

UP!UP!AWARD  2016/10～2018/12 

与えられた仕事を何も考えずにやり続けるのではなく、自ら少しでも現状を変えて行こうとする行動を評価し、褒め合う 

ために作られた表彰制度です。四半期ごとに取り組みのエントリー（自薦他薦問わず）が行われ、全員によって投票、 

最終的にリーダー会で認められたものが、キックオフで表彰されます。
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評価基準

＜ディレクターとしてのステップアップ＞ 

自身の代表作となる案件を納品する 

課題解決のためのプランニング、コンテンツ設計、表現など納品 

までのプロセスと創出した価値を全体会議で発表する 

ディレクターCASE 1

グレード：Z6 

                     ( 受注提案、効果改善の提案ができる ) 

粗利目標：750,000円/月 

年収　　：4,550,000円～

ミッション

＜デジマケツールの開拓＞ 

・Juicer/ MIERUCA/SEMrush/Ahrefs/misosil 

＜ナレッジ共有＞ 

マーケティング実践講座の内容を他の社員に共有する

プレイングマネージャーCASE 2

グレード：Z9 

                     ( 案件をこなしながらチームの運営ができる ) 

粗利目標：900,000円/月 

年収　　：5,600,000円～

ミッション

＜デザイン業務の遂行＞ 

デザインで社内に良い影響を与える 

＜アートディレクション＞ 

ひとつの案件にアートディレクションの役割で参加する

デザイナーCASE 3

グレード：Z5 

                     ( 通常案件をサポートなしで担当できる ) 

粗利目標：650,000円/月 

年収　　：4,200,000円～

ミッション

＜スキルアップ＞ 

デザイン＆エンジニアを一気通貫して担当する。 

＜クオリティアップ＞ 

制作物を内外にアピールし、引き出しを増やす ( 案件・自主制作 )

エンジニアCASE 4

グレード：Z4 

                     ( 基本的に一人で担当することができる ) 

粗利目標：600,000円/月 

年収　　：3,850,000円～

ミッション

グレード・ミッション例

各役職のグレードごとに、求められるスキルや姿勢、粗利目標の金額、給与額が設定されています。 

・コンピテンシー（奨励する姿勢や行動） 

・個人ミッション（個人として半期で達成したいこと・すべきこと） 

・粗利目標（個人、チーム、全社） 

を評価軸とし、それぞれの達成度をかけ合わせたものを賞与として還元しています。

コンピテンシー粗利

ミッション
「こんな事をしたい」「こんな事をしてほしい」

「これくらい稼いでほしい」 「こんな働き方をしてほしい」

Z1

Z2

Z3

Z4

ミッション

面積が大きくなるほどグレードが高い
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RECRUIT

離職率の推移
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社員の入社経路割合社員の前職割合

Facebookを活用した採用キャンペーンを行っていました。 

ZIZOのFacebookページにいいね！を押してZIZOを紹介し、それを見た人が応募し採用されると、いいね！を押した人にお寿司をごちそうするというキャンペーンです。

過去の採用施策　2011年8月頃

28 人

9 人

8 人

2 人

2 人

3 人

制作会社 

広告 

学生 

フリーランス 

IT・Webサービス 

その他

17 人

9 人

9 人

8 人

4 人

1 人
2 人

採用媒体 

コーポレートサイトの問い合わせ 

ダイレクトスカウト 

リファラル 

知人からの紹介 

人材紹介 

その他
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LINK

自社メディア

コーポレートサイト https://zizo.ne.jp/

Global Web Site https://zizo.ne.jp/en/

ZIZO Media Coordination

自社サービス

http://www.zizo.ne.jp/coordination/en/

DRONE‑PA http://www.drone‑pa.com/

チョロリ http://hanage.info/

公式Facebook

SNSアカウント

https://www.facebook.com/zizo.jpn/

公式Instagram https://www.instagram.com/zizo.japan/

ZIZO Designノート

その他メディア

http://blog.zizo.ne.jp/

広報note https://note.mu/maichinzizo

海外研修旅行2016 https://zizo.ne.jp/hawaii2016/

海外研修旅行2017 https://zizo.ne.jp/singapore2017/


