
自社の創造性と可能性を、解き放つ

新規事業、
こんなお悩みありませんか？

unlockが全面サポートいたします。

□ アイデアが思いつかない　□ 自分１人では検討が続かない　□ 進め方がわからない

□ やりたいことはあるが、考えがまとまらない

□ アイデアに対する可能性や客観的な意見を与えてくれる人がいない

□ 新規事業を作った後に拡販するマーケティングの知見がない…など

推進力 と知見、そして客観的なフィードバックが
不足していることが原因です。

新規
事業

多くの場合主に

立ち上げ支援

unlock
10年以上に渡り新規事業立ち上げと、
マーケティングに従事。
現在も年間約 30社の新規事業立ち上げ支援を行う。

2005 年 株式会社リクルート（現リクルートホールディングス）入社
新規事業立上げ、全社横断のWebマーケティングに従事

2011 年 株式会社ディー・エヌ・エー入社
米国サンフランシスコにてグローバル・マーケティング
東京大学医科研と共同の遺伝子検査事業のプロダクト責任者
DeNA社と海外企業の合弁会社（資本金 12 億円）の代表取締役

2016 年 東風津梁株式会社 設立
新規事業、マーケティングのコンサルティングを創業初年度から年間 25 社担当
同時に、中小企業M&Aアドバイザリー業務も行なう

2018 年 unlock サービスローンチ

株式会社 unlock

まずはお問い合わせください

所在地　〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-12-8
　　　　 ILA 渋谷美竹ビル 5階

03-4405-4102
FAX.03-6869-1907 

https://unlk.jp
アンロック 新規事業 検索

株式会 unlock・代表

P r o f  i l e

津島越朗
Etsuro Tsushima

C o m p a n y  o v e r v i e w

会社名　　　 　　　　    株式会社 unlock
設立　    　　  　　　　   2016 年 10 月
代表取締役　 　　　　   津島 越朗
事業内容　　 　　　　   コンサルティング業務（新規事業立上げ、人材育成、マーケティング、M&A）、
　　　　　　     　　　   インターネットサービス企画・運営
海外M&Aパートナー 　CaN International FAS 株式会社
顧問弁護士　　　　　    GVA 法律事務所
所属団体　　 　　　　   東京商工会議所



支援企業の特性

支援実績のある企業群

■ 大手系（一部）

■ 中小企業系（一部） 日本茶加工販売会社（福岡）、システム開発会社（東京）、企業研修会社（東京）、イベント企画運営会社（名古屋）、
女性向けコスメ情報メディア（東京）、ビルメンテナンス会社（千葉）、印刷会社（福井）、段ボール製造販売（富山）、
物流倉庫 ( 東京）、Webデザイン会社 ( 東京）、ベトナム人採用メディア東京）、モビリティ関連事業ベンチャー ( 東京 )、
ケータリングサービス（東京）、衣料品物流（大阪）、歌詞サイト（東京） 等　※順不同、敬称略

支援企業の IT 企業比率
（「簡単な HP 保有のみ」の場合を除く）

支援段階での
事業アイデアの有無

支援企業の規模

中小企業

60%

大企業

40% SCALE

IT 企業

60%

非 IT 企業

40%
アイデアが
ある

50%

アイデアが
ない

50% IDEAIT

リクルートや DeNA、ソフトバ
ンク、ライザップ等での新規事
業立上げ実務経験者が強力支援。
コンサル会社にはない実践的支
援を行います。

AI やブロックチェーン、IoT など
の最新テクノロジー活用の事業
アイデアはもちろん、敢えてア
ナログなモデルに商機を見出し
た成功実績もあります。

全工程または一部をアウトソー
ス可能です。企画、調査、事業
計画策定、開発、テストマーケ /
営業、広報 /PR、プロモーション
含めて全て代行します。

新規事業プロデューサーに加え、
デジタルマーケター、IT エンジ
ニア、Web デザイナー、広報
/PR が在籍。AI 等の先端技術者
や投資家や VC などのネットワー
クを生かした支援が可能です。

ゼロからビジネスを考案するこ
とに加えて、世界の先端ビジネ
ストレンドもご提供。米国はも
ちろん、中華圏、イスラエル、
北欧、フランス、オランダ等の
最先端ビジネスをカバー。現地
視察も実施。

新規事業を開発した後に、意外に
多くの企業が直面する課題が市場
開拓です。リソースやスキル、知
見、ネ ッ ト ワ ー ク の 不 足 を
unlock が強力に支援・または代
行し、市場開拓の道筋を作ります。

市場開拓支援

実戦経験者のみ 丸投げOK

多彩なチーム体制 世界の最先端を

Hi＆Low Tech

新規事業立上げ支援

unlockだけの6つの特徴

お申込みSTART カウンセリング アイデア出し 1次、2次調査 事業企画書作成 

STEP 1

サービスの流れイメージ

STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

開発事業化判断 テストローンチ 修正 本リリース プロモーション

STEP 7STEP 6 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11

1~3 ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目

11 ヶ月目5ヶ月目 12 ヶ月目 それ以降

まずはご相談ください。ご一
緒に貴社にあったプランを選
択。

現状課題や悩み、会社の強み、
新規事業企画の背景や体制、
リリースしたい時期などにつ
いてお聞かせ下さい。

ご興味がある領域と、そうで
はない領域、また利益率や規
模等のご希望条件を元に、幅
広くアイデアを出していきま
す。

アイデアを出した後は、市場
規模や自社の興味等に応じて
優先順位付けを行い、最初の
調査を行なう対象アイデアを
絞り込みます。

調査内容と事業案を元に、ア
イデアを言語化して企画書
（サービス内容や P/L・事業計
画）に落とし込みます。

製品やサービスの開発に入り
ます。スケジュール通り進む
ようにプロジェクトマネジメ
ントもご要望に応じて行いま
す。

事業内容やその可能性、リス
ク、必要な投下資金、売上・
利益計画をベースに事業化の
判断を行っていただきます。

プロトタイプやベータ版の
サービスをリリースして、実
際のユーザーの反応を確認し
ます。

テストローンチの結果を踏ま
え、必要に応じて製品・サー
ビス、マーケティングチャネ
ル、クリエイティブの修正を
行います。

製品・サービスを正式にリリー
スします。プレスリリースや
話題作りなどの PR 戦略を駆使
して、効果的な認知獲得を行
います。

製品・サービスをリリースし
た後は、事業計画の達成に向
けてユーザー獲得を行います。

2020 年 9 月 23 日現在


