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新型コロナウイルス感染症の世界的流行にともない、

今、エンターテインメントのあり方が大きく変化しています。

アーテイストやタレントとファンの距離は遠くなり、

絆や繋がりを実感できる場も限られてしまいました。

THECOOは、テクノロジーを駆使して、

エンターテイメントの未来を変えていきたいと考えています。

それは難しい挑戦です。そして、挑戦に失敗は付き物です。

でも、成功するまで挑戦し続ければ失敗ではなくなる。

私たちは、エンターテインメント業界の様々な領域で挑戦を続け、

“現状維新”のパートナーとして関わるすべてのユーザーや

クライアントに大きな価値の提供を目指します。
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Masato

　 Taira

ミッションを達成するためには、挑戦し続け

ることが何よりも大切です。では、どこで

挑戦するのか。誰もたどり着いたことのない

未踏分野こそが、私たちにとっての挑戦の

場であると考えています。「不可能だとされ

ている」から未踏なのかもしれません。「常識

では考えられない」から未踏なのかもしれ

ません。つまり「できっこない」という思い込

みが、未踏を存在させているのです。私たち

はテクノロジーを活かして「できっこない」に

立ち向かい、挑戦していく、企業・組織・人を

めざします。

THECOO株式会社は、現状維持に立ち

向かいます。何かに夢中で取り組むことは

「カッコ悪い」、「やるだけ損する」、「努力して

も報われない」だから「いまのままでいい」

といった諦めの状況を打破します。そのため

に維新を起こすくらいの気概を持った会社で

ありたい。現状維持から現状維新へ。新しい

事業を興し、本当に夢中になれることを創り

出します。私たちは皆さんの維新を推し進め

るパートナーです。M
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現状維新の
パートナー

「できっこない」に
挑み続ける
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THECOO 代表取締役CEO 平良 真人

「個」が主役になれる、世の中をつくりたい。

つくっていく過程で、共感してくれる人が集

まってくれました。創業時は、マーケティング

支援を事業化していました。並行してビジ

ネスとしてスケールするものを模索する中で、

インフルエンサーマーケティングの事業や

「Fanicon」を立ち上げました。事業創造に

関しては、僕発信のものよりも、社員発信の

方が実は多い。今も継続している事業は特に

そうです。僕としては、今後も「やりたい！」

と手を挙げる人たちの背中を押し続けて

いきたいと考えています。

業界にとって異質な存在。
THECOOの魅力はそこにある。

　エンタメ業界に関して言えば、当初僕ら

にとっては未知の領域でした。初めから分

かっていたことは何もありません。でも、知

らないからこそバイアスもかからず、物事を

柔軟に見ることができたとも言えます。また、

ビジネスにおいてタイミングはとても重要。

成功の半分くらいの要素を占めると考えていま

す。実際、「iCON Suite」や「iCON CAST」、

「Fanicon」、「BLACKBOX3」など、現在の

サービスはどれも業界に先駆けてリリース

してきました。どうなるか分からないものに

チャレンジする姿勢は会社のベースにある

ので、それを続けるための判断力や行動力

やりたいことを全力でやる。
その方が世の中を楽しくできる。

　もともと起業するつもりはなかったので

すが、前職の仕事に一区切りをつけ、そろ

そろ別のことをやろうかなと考えていた

時に、当時同じ会社で働いていた下川に

「辞めるなら一緒に何かやりましょう」と声を

かけてもらったのが創業のきっかけです。

会社をつくるにあたっては、一人ひとりが

誰かの評価や会社のルールに縛られないで、

自分のやりたいことに全力を注げる環境で、

クライアントやユーザーのために最大限の

能力を発揮できる会社をつくりたいと思って

いました。一人ひとりが責任を持ち、自由に

働く。失敗しても構わない。そんな想いから

「できっこないに挑み続ける」というビジョン

を掲げました。具体的に何かをやるという

目的があって起業したわけではないので、

スタートアップとしては珍しかったと思い

ますが、新しいチャレンジをして事業を

を事業やサービスにどう活用していくか。

そこには常に敏感であるべきだと考えてい

ます。僕自身が新しい技術が好きということ

もありますが、テクノロジーには世の中を

新しく変えてくれそうなワクワク感がある。

テクノロジーはエンタメ業界とも親和性が

高いので、活用が進めばアーティストや

ファンがもっと楽しめる新しいやり方を見つ

けられると信じています。最近ではWeb3

という言葉が注目を集めるようになり、

「個」が中心となるようなエコシステムが

生まれようとしています。そうした変革期に

あって、僕たちは、これまでと同じようにいち

早く次なる一手を見つけることが重要に

なります。

　新型コロナウイルスの蔓延により、日本の

DXが数年加速したと言われています。アフ

ターコロナの時代も、リアルとオンラインが

共存していくのではないかと考えています。

働き方に選択肢が増えたのと同じように、

エンタメにおいても選択肢が増え、可能性

は広がっています。今ある事業を引き続き

成長させながら、リアルの部分においても

テクノロジーを駆使して何ができるのかを

考えていくことがTHECOOにとっても大

切ですし、「個」が主役になれるような世の

中をつくるお手伝いを今後も継続していき

たいと考えています。

が何より重要になると思います。そしてそ

れは、経営者だけが持つべきものではなく、

社員一人ひとりにも意識してほしいと思っ

ています。違う世界からエンタメ業界に入っ

てきて、違う考え方でやっているからこそ

THECOOは異質でいられる。それこそが

THECOOの魅力ですし、実際にたくさん

の人から非常に刺激があると評価していた

だいています。アイコンさんやファンの方

から、「Faniconが楽しい！」と言われると

やっぱり嬉しいです。エンタメ業界なので、楽

しいことが一番。楽しませる存在であるアイ

コンさんが楽しんでくれていたら、みんなが

楽しめるはずですからね。

テクノロジーを駆使することで、
世の中に新しい価値をつくる。

　エンタメ業界に限ったことではありま

せんが、テクノロジーを使わないのはもった

いないと考えています。あらゆるテクノロジー
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984

715

492

314

140

ライブ・エンターテインメント市場規模の推移（出典：ぴあ総研）

※2021年9月末時点
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68%

コロナ禍で激変したエンタメ市場。

国内のライブ・エンターテインメント市場は、2011年

以降右肩上がりで推移していたものの、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により環境が激変。緊急事態

宣言によるイベントの自粛要請などもあり、今後の見通

しも不透明な状況が続いている。そんな中、オンライン

ライブの配信数が増加傾向にあり、これまでのリアル

とは異なる楽しみ方が確立されつつあります。

THECOOは成長と進化を続けています※。

THECOOの年平均成長率は68%。今後もデジタルライブエンターテインメントの

成長が見込まれる中、主力事業であるファンコミュニティ・プラットフォームである

「Fanicon」事業をはじめ、様々な事業のシナジーを活用した戦略で、アイコンと

ファンと企業をつなぐプラットフォームサービスの実現を目指します。
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法人セールス
Fanicon
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つくらない。
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エンタメ業界に、
どんな未来を
描こうか。

THECOO’S BUSINESS

FANICON

BLACKBOX3

INFLUENCER
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コミュニケーション

コンテンツ配信
アイコン※

コミュニティ運営

ファン

サービス利用ユーザー

Faniconは、あなたとファンをつなぐファンコミュニティです。ファンがいてこそのあなた。

あなたがいてこそのファン。ファンがいるから、あなたはより魅力的になり、ファンもさらに魅了

される。あなたを通じて共感したファン同士がつながり、もっと楽しく、もっと長くあなたを応援

したくなる。With fun, More fun.Faniconは、あなたとファンのためのサービスです。

CONCEPT

2017年12月にサービスを開始したFaniconは、アイコンの活動を彼らとファンが一緒に

盛り上げていく会員制のファンミュニティアプリです。SNSとは異なるクローズドな環境で、

アプリ内限定のライブ配信、グループチャット、トークなど、アイコンとファンのコミュニケー

ションをサポート。情報発信に掛かるコストを抑えつつ、ファンの満足度を高めるサービスを

展開しています。

Fanicon事業 「楽しい！」を
アップデート

しよう。
アイコンとファンをつなぐ新しいファンコミュニティ
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※Faniconを開設しているアーティスト・インフルエンサー・クリエイター・俳優・スポーツチームなどの名称12 13



Fanicon事業
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利用アーティスト・タレント数

月次ARPU

ファン数

アイコンの平均月次解約率

ファン平均継続期間

潜在ARPU 潜在ファン数 想定売上高

組以上2,100 人以上144,500 ヶ月21.6

円以上1,198 %以下1

円/月5,900 万人 2,260 兆円1.6

Faniconは誰もがアクセスできるSNSとは異なり、ファンとアイコンのクローズドなコミュニ

ケーションを実現します。安心・安全なコニュニケーションを継続的に行うことが可能なので、

信頼関係を築きやすく長く応援してくれるファンの獲得が可能です。また、課金システムを

網羅しているので、新しい収益基盤としてご活用いただけます。

利用アーティスト・タレント数の増加に伴ってファン数も伸びており、ファンの継続利用期間も

他のサブスクリプション形式のサービスと比べて非常に高い数字となっています。ファン数・

ARPUともに潜在的な需要が見込まれており、ニーズに合わせて様々なプロダクト・サービス

を開発していくことで継続的な成長が可能です。

Faniconの役割

課金のハードルが
高い

プロモーション的な色合いが濃い

ファンとアイコンの
安心・安全な

コミュニケーションの
継続が困難

課金ができる
（選択可能）

長く応援してくれるファンを育てる＋新しい収益基盤

ファンとアイコンが
安心・安全な

コミュニケーションを
継続的に行える

SNS

Fanicon

好意的な人・悪意のある
人が混在する場所

オープン

ファンとアイコン
だけの場所

クローズド

実績

ポテンシャル

実績とポテンシャル

※2021年9月末時点14 15



2017年のサービス開始以来、2,１00組を超える皆様にFaniconをご利用頂いています。

Fanicon事業
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Faniconをご利用いただいている皆様

鈴木福
福友～FUKUTOMO～

小さい頃から応援してくれている方々も、最近に
なって応援してくれている方々も、より近くなれると
思っていますしすごく楽しみにしています！

俳優 馬場ふみか
馬場とお話しませんか？

応援してくださるみなさんと私だけの空間。ゆる～く楽
しめたらいいなと。

女優 太志
Little Parade Project

詩や絵や音楽についてだけでなく、今悩んでいることも、
嬉しいこと、ワクワクすることもお互いに話していける
場所になるように進めていくので、よろしくお願いします。

バンドマン宇野実彩子
MISAKO UNO Inc.

私の事をもっと知って欲しいし、みんなの事ももっと
もっと知りたいです。一緒に楽しんでもらえたら嬉しい
です。

アーティスト

パク・ジュニョン
Junyoung's CLUB

新しいことをファンの皆さんと一緒に作っていきたい
と思います。一緒に楽しいコミニケーションツールに
できたらいいですね。よろしくお願い致します。

アイドル にたまご
にたまごンち

普段直接会えないたまらーのみんなのことをもっと深く知り
たい。そんな思いから、今回のファンクラブを始めてみました！
たまらーのみんな！ぜひ"にたまごンち"で会いましょう～！！

YOUTUBER 全日プロレス
CLUB AJPW

全日本プロレス公式ファンクラブでは、ファンクラブ会員だけ
の特典や選手と会員の皆さんが一緒に盛り上がれるトーク
ルーム機能など、盛り沢山の内容で楽しめるコミュニティです！

スポーツハモネプ
ハモネプofficial FC

フジテレビ「ハモネプリーグ」初の公式ファンクラブ。ここ
でしか見れない情報が満載です！ ハモネプが大好きなみ
なさん！一緒に「ハモネプ」を盛り上げていきましょう！

番組
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使ったワクワクするようなエンターテイン

メントを創り上げて欲しいですし、僕自身

も積極的にアイデアを提案していきたい

と思っています。見たことがないもの。感じ

たことのない感覚。そういうものをみんな

で表現できたら最高ですね。“NFT”や“メタ

バース”の時代に、僕たちミュージシャンは

どのように音楽を届けていくのか。基本的

には不器用な人種が多いので、そういう人

たちでも簡単に音楽を発信できて、しっか

りとマネタイズができるような世界になった

らいいなと思います。希望としては、大きな

成功をしていないアーティストや、小さな

ライブハウスで活動しているミュージシャン

でも十分食べていけるようなシステムが

実現できたら嬉しいです。そうなれば、この

国の芸術はもっともっと豊かになるはずです。

僕がFaniconをやり始めたときは、ロック

バンドではほとんど誰もやっていなくて、

すごく怖い場所に飛び込むような感覚で

した。でも、飛び込んでみたらポジティブ

な要素しかなくて、周りの人も興味を示し

てくれた。まだFaniconをやっていない

ミュージシャン、アーティストのみなさんも、

興味があったらぜひ飛び込んでみてほしい

ですね。

ミュージシャンやアーティストを
下支えする存在になってほしい。

　Faniconはクローズドな環境がメリット

ではあるのですが、それゆえに多くの人に

広がりづらいという側面もあると思います。

今後、クローズドのシステムはそのままに、

Faniconの存在を知らない人にもっと広

がってほしいと思っています。THECOOの

代表である平良さんとはプライベートでも

仲良くさせていただいているので、様々な

アイデアを出し合ったりしています。そうした

ことが、新しい機能やサービスに繋がったら

嬉しいですね。僕らアーティストは音楽を

作ったり表現したりするのは得意ですが、

それを届けることや、デジタルテクノロジー

を駆使することは不得意です。そういう分野

のパートナーとしてTHECOOさんには非常

に期待をしています。新しい技術をフルに

して着飾った自分も、素の自分も、どちらも

ファンの方に見せたいと思っていたので、

まさに自分が理想としていたものを見つけ

られたと思います。現在は、週に一度ラジオを

配信しています。最初は向いていないと

思っていたのですが、やり始めてみたら

こんなにも楽しいんだと気づきました。自分

の言葉で素直に話せる。身なりや映り込む

背景を気にする必要もない。そして、一人

語りだと思っていたら、みんなが投稿してく

れたコメントを見ながら話せる。だから、毎回

あっという間に時間が過ぎていきます。コロナ

禍で活動が制限される中で、僕の精神的な

部分をすごく支えてくれています。不器用な

僕でさえ気楽に利用できるので、上手く活用

できる人はもっともっと様々な発信ができる

と思います。

自分が思い描いていた
コミュニティを持てた感覚。

　ミュージシャンにとって、ファンの方と出

会える場所はライブやファンクラブのイベント

などに限られています。今は誰もがSNSを

やる時代になって変化してきていますが、

僕自身は不特定多数の人に自分の想いを見られ

ることが恥ずかしくてSNSをやっていません。

ただ、ファンの方ともっと密接に交流を持て

るコミュニティを持ちたいとずっと思ってい

たんです。誰にでもオープンなSNSではなく、

クローズドな環境でできるものはないか

と考えていたときに、ちょうどFaniconの

お話をいただきました。Faniconであれば、

素の自分を全部さらけだすことができるの

で、言いたいことも言えます。アーティストと

ファンとのダイレクトな繋がりが、
精神的な支えになっている。
ACIDMAN　大木 伸夫 
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詰まっています。Faniconは、若いアーティ

ストだけのものではなく、幅広い年代の方が

みんなで楽しめるものであってほしいと

思います。それから、様々なアーティストを

通して少しずつ浸透しはじめていますが、

一般のユーザーがFaniconを知る機会は

まだまだ限定的です。現在のようにアー

ティストがきっかけでFaniconが認知され

ていくのも良いのですが、Faniconをきっ

かけにしてアーティストとファンが結ばれる

ような流れがつくれたらと思っています。

また、こんなことができるのか分かりません

が、環境問題や世界平和など、社会的な

ムーブメントにFaniconを有効活用でき

たらと考えています。具体的なアイデアが

あるわけではありませんが、Faniconには

世の中をより良く変える可能性を秘めている

と感じています。

ストは、ファンクラブの会員数も多く、ファン

のみなさんの熱量が高いのが特徴です。

だから実は、Faniconとベテランアーティスト

の相性はすごく良いんです。何十年も同じ

ファンクラブをやってきて、ちょうどリニュー

アルをしたいというときにFaniconに切り

替えたり、ファンクラブと両立されたりという

形をとっていただける方が増えています。

私自身もそうですが、年配の方がスマート

フォンでアプリを使うということに関しては、

やっぱりハードルが高い部分もあります。でも

そこを乗り越えたら、楽しい世界が大きく

広がっていきます。今までのファンクラブ

では、アーテイストからファンへの一方向の

コミュニケーションでしたが、Faniconでは

双方向でコミュニケーションが取れますし、

今まで見たことがない映像・音声コンテンツ

の配信やグッズ販売など、楽しいことが

感じました。音楽に関わる人たちにはたくさん

のファンがいて、その関係性が非常に良い。

Faniconは両者を結ぶアプリですから、とても

良いサービスだと思ったんです。僕自身が

これまでやってきたこと、あるいは僕が今まで

築いてきた人脈を活かすのに最適なツールで

はないかと思いました。現在は、THECOO

さんが希望されるアーティストの方へアプ

ローチしたり、こちらからお勧めの方を紹介

したりしていますが、関われば関わるほど

手応えを感じています。アーティストそれぞれ

の考え方もありますが、ファンとのコミュニ

ケーションが難しくなる中で、興味を示して

くださる方々も増えてきています。そういう

意味では、今後Faniconを利用したいという

方も増えていくのではないでしょうか。

Faniconが
クローズアップされたら、
世の中はもっと面白くなる。

　私がご紹介するアーティストの多くは、

70年代～90年代に活躍されていた方で、

今現在も活躍されている、いわゆるベテ

ランの方々が多いです。ベテランのアーティ

音楽に関わる方にとって、
最高のツールだと思った。

　もともとTBSで長くテレビ・ラジオ制作の

仕事をしていましたが、2012年にTBS系列

の音楽出版社である日音に出向し、そこで

取締役に就任しました。そこに社員として在籍

していたのが現在THECOOの社員である

上野さんでした。65歳を迎え、会社員としての

仕事がそろそろ終わるというときに、上野さん

からTHECOOのお手伝いをしてもらえない

かと相談を受けたのが、THECOOさんと

お付き合いが始まったきっかけです。40年

近くテレビ局・ラジオ局の中で音楽番組の

制作に関わってきたので、アーティストから

タレントまで多くの方とのお付き合いがあり

ます。そんな僕から見ても、音楽に関わる

方々とFaniconの親和性はすごく高いと

世の中をもっと面白く。
Faniconには大きな可能性がある。
Fanicon スーパーバイザー　齋藤 薫
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かつてない
映像体験を、
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2021年4月、新宿御苑のスタジオグリーンバード跡地にオープンした、ライブ配信専用スタジ

オ「BLACKBOX3」。LEDパネルが張り巡らされた地下スタジオは、「この地下から“何か”を

生み出す」という、混沌としたエネルギーを感じられる場所。LEDパネルを活用した映像演出

やファンとの距離を縮めるトーク配信など、様々なライブ配信をサポートします。

4面に大型LEDパネルを配置し、最新鋭の映像/音
響/照明設備を兼ね備えた大型スタジオ

レトロクラシックな装飾に完全防音の設備を兼ね備
えたアットホームなスタジオ

オンラインライブ配信やトーク配信、MVの撮影など、様々な配信・撮影が可能。

BOX Studio（B2F） BRICK Studio（B1F）

BLACKBOX3

“エンタメをタクラム、ハコ”で、ライブ配信が進化する。

スタジオ活用例
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強い個性が、
大きな価値を
生む。

法人セールス事業

クライアント企業に対してオンラインマーケティング支援を行う「オンライン広告事業」及び

インフルエンサーを起用したマーケティング施策を提供する「インフルエンサーセールス

事業」を展開しています。インフルエンサープラニングツール「iCON Suite」や、SNSを

独自に分析したデータを活用し、案件に合わせて最適なインフルエンサーの選定・提案、

及び企画立案を行っています。さらにゲーム実況者に特化したインフルエンサー事務所

「Studio Coup」では、ゲーム実況者34名（2021年12月現在）のマネジメント業務から

コンテンツ制作支援などを行っています。

目指しているのは、インフルエンサーの総合商社。

インフルエンサー事業の2つのアセット

インフルエンサーの属性を見える化。

ゲーム実況者に特化した国内屈指のインフルエンサー事務所。

iCON Suite

Studio Coup
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Twitter/ブログ その他
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31
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40
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17

59

50
25

45

165 194 227

135
122

108

市場拡大とともにTHECOOも成長中

YouTubeやInstagramなどSNSを通じたインフルエンサーマーケティング市場は年々規模を拡大しており、

THECOOの法人セールス事業も右肩上がりで成長を続けています。

インフルエンサーマーケティング市場規模予測（億円） 法人セールス事業売上推移（百万円）
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アントさんにとって良くない提案をしてしまう

可能性がありますから。

インフルエンサーの活用が、
新たなビジネスチャンスを生む。

中山 今後、Twitter Japanさんが目指す

方向性を踏まえた上で、THECOOに期待

するのはどんなことでしょうか？

北野 現在、インフルエンサーとファンとの

繋がりをエンパワーメントしていくような新

しい機能を検討しています。そこはまさに

THECOOさんと一緒に開拓できる領域だと

感じていますし、新たなビジネスチャンスと

なる可能性を秘めていると感じています。

中山 新しいことへの挑戦は刺激になりま

すし、お手伝いできることがあれば、ぜひ

ご一緒したいです。

北野 それから、Twitter Japanオリジナル

のライブ番組をスタートさせていまして、この

あたりもTHECOOさんと一緒に何かできない

かと考えています。ライブ配信スタジオを開設

されたとお聞きしていますし。たとえばイン

フルエンサーの方にMCをお願いするとか。

中山 それは面白そうですね。

北野 単純なライブ配信ではなく、広告収益

を上げるための一つのソリューションになり

得ると思うんです。チャンスがあればこうし

た取り組みもご一緒できたらと思っています。

今後ともよろしくお願いします。

中山 こちらこそよろしくお願い致します。

毎回プラスαの提案までしていただけるので、

非常にポジティブな印象を受けています。

中山 そのあたりはTHECOO全体として

心がけている部分でもあります。逆にそうで

ないと、インフルエンサー領域での仕事は

難しいとも感じています。

北野 インフルエンサー領域は、変化の早い

世界でもありますからね。

中山 そうなんです。だから背景に何がある

のかを考え、課題に対して仮説を立てて取り

組むということを、僕らがやるべきだと感じて

います。もっと言えば、僕らとしてはインフル

エンサー施策はやらない方が良いという

提案も常に選択肢として持つようにしてい

ます。インフルエンサーありきだと、クライ

な課題解決に繋がるのではないかと期待し

ていた背景があります。

中山 ありがとうございます。では、実際に

THECOOと協業してみての感想をお聞かせ

いただけますか？

北野 そうですね。まず一つは、インフルエン

サーのラインナップの幅広さが魅力ですね。

ご相談させていただくたびに、その幅の広さ

に驚かされます。また、日本のマーケットだけ

ではなく、アジアに目を向けられるパートナー

であるということも非常に大きいです。人と

いう面でもみなさん本当にフレキシブルなの

が印象的です。クライアントのキャンペーン

の詳細が固まっていないフェーズでも、それを

形にするための考え方や行動がすごく柔軟で、

いつも柔軟に対応してくれて、
毎回驚きの提案がある。

中山 Twitter Japanさんとのお付き合いは、

弊社が本格的にインフルエンサー事業の拡大

にシフトしていった2016年からですよね。

北野 そうですね。当時はまだ僕が担当者では

ありませんでしたが、弊社のセールス担当者

と中山さんの個人的なご縁がきっかけでコ

ンテンツパートナーとして新たに迎え入れる

ことになったんですよね。

中山 パートナーを選ぶ際はどんなことを重視

されていますか？また、弊社をコンテンツ

パートナーとして迎え入れることにした決め

手は何だったのでしょうか。

北野 まずは弊社のプロダクトを理解されて

いるということ。そして、プロダクトを活用

した商品を共同開発・販売するので、営業的

なリソースがあるということ。この２点を重視

しています。THECOOさんをパートナーに

選んだ決め手は、この2点を備えていたこと

が一つ。そして、当時インフルエンサーマーケ

ティングが注目され始めた時期で、THECOO

さんとご一緒することでクライアントの新た

コンテンツパートナーとして、共に挑戦を続けていく。

THECOO株式会社
インフルエンサー事業部
営業 執行役員

中山 顕作

Twitter Japan株式会社
コンテンツパートナーシップ
シニアマネージャー
（スポーツ&インフルエンサー領域担当）

北野 達也

PARTNER INTERVIEW 01
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新しい価値の創造。
それが人生の楽しみとなる。

H
IS

TO
R

Y

　

2018

人員増加に伴い移転。オフ会などで
ファンやクリエイターが気軽に立ち寄
れるように原宿を選んだ。

3月　オフィスを原宿に移転　

2015

YouTuberやInstagrammerといっ
たインフルエンサーと企業をマッチン
グするプラットフォーム。

1月　「iCON CAST」リリース

2014

前職であるGoogle株式会社で所縁の
あった経営陣3名が創業。

1月　会社設立

2016

マーケティング担当者や広告代理店・PR会社のプラ
ンナー向けのインフルエンサープランニング・分析
ツール。

8月　「iCON Suite」リリース　

社名は「色即是空」に由来。目に見えるものは常に変化
するという考え方が、常に変化することを望む自社の姿
勢と一致したため。　

2月　THECOO株式会社に社名変更

2020

コロナ禍において活動が制限されてい
るアーティストを応援するため、チケット
制ライブ配信サービス「Fanistream」
を開始。「#ライブを止めるな！」という
プロジェクトで、多くのアーティストの
ライブ活動を支援。

3月　「Fanistream」提供

タグラインである“With fun,More 
fun .”をコンセプトに据え、新しい
「Fanicon」ロゴが誕生。

7月　「Fanicon」リブランディング

ソニー・ミュージックエンタテインメン
ト、i-nest capitalなどから総額7.1億
円資金調達

7月　追加資金調達

THECOO’S HISTORY

2014　　　　 2021

2021

新宿御苑のスタジオグリーンバード跡地に、大型LEDパ
ネルを4面に配し、最新鋭の映像/音響/照明設備を備
えたライブ配信専用スタジオをオープン。

4月　「BLACKBOX3-ブラックボックス-」をオープン

新規ファンを増加させるライブ配信プラットフォーム。他に
類を見ない視聴コンテンツを知人に「貸す機能」が特長。

9月　「Cassette」リリース

コロナ禍でエンタメ業界全体が打撃を受けるなか、
THECOOは成長を続けている。

12月　東京証券取引所マザーズ市場へ上場

2017
12月　「fanicon」リリース

インフルエンサーやタレントとファン
をつなぐクローズドなSNSファン
コミュニティアプリ。
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Enjoy！
この仕事ワクワクする！そんな気持ちを大切に

心、踊ってる？

THECOOが大切にしているもの

■楽しんで取り組めばやる気も出る、そして結果もついてくる
■せっかく時間を使って本気で挑戦するものだから、本気で楽しみたい！
■「仕事」に費やす時間の割合は生涯の3分の1だからこそ、仕事をとことん楽しもう！

できるを力に

学び続けよう

コラボで導く、コラボでやり抜く

任せていこう、任されていこう

当たり前から外れよう

Professional
その人だからできることがTHECOOの大きな力になる。
そんな気持ちで自分にしかできないことを責任を持ってやり遂げる。

■会社でここはNo.1と言える武器を持つ！ ■自身で考え納得して、責任をもって働く！
■自分の業務範囲にプライドを持ち、求められたもの＋αのアウトプットを出せる人間になる

Belief
「これお願いしていい？」「それ私に任せて！」こんな会話が気軽に生まれる環境って素敵！

■上下関係なく、背中を預けられる・預けてもらえる自分、チーム、会社、であること
■一生懸命挑戦した結果、失敗したとしても守ってくれる人・場所であること
■後ろは任せろ。前にだけ進め！

Essential
「いままでそうだったから」「昔からこうやってきたから」
当たり前とされているやり方や考え方、、でもそれって本当に正しい？

■常識を疑え！ ■常に本質を求め続ける ■常識や世の中の正しさや世間の声に囚われすぎない

Learn
今が最高ではない！まだまだ自分には伸びしろがある！
そう思えば日々学ぶことってたくさんあります。

■知らないことを知ること。未知の領域についても知見を得る
■人の良いところに着目すると学ぶ気持ちが増す！

Collaboration
あ！あの事業とこれ掛け合わせたらうまくいくんじゃない！？
そんな発想で日々いろんなアイデアが生まれています。 

■一人ではできないこともみんなでやればできる
■得意分野の掛け算によってできることを増やす！

数字で見るTHECOO社員

4.3%

50～54歳

3.6%

45～50歳

13.0%

40～44歳

46.1%

30～39歳

33.0%

20～29歳

年齢

33.5歳
平均

性別

4.3%

7年～8年1.7%

6年～7年

8.0%

3年～4年

36.5%

女性

37.4%

0ヶ月～1年

25.2%

1年～2年

63.5%

男性6:4
男女比

2年1ヶ月
平均

勤続年数

14.8%

2年～3年

4.3%

4年～5年

4.3%

5年～6年

20～30代の社員が
半数以上を占めてい
ます。実力のある若
手社員が多数在籍し
ています。

若い会社ゆえに勤続
年数はやや低めです
が、社員数も右肩上
がりに増えているの
で、今後勤続年数も
伸びていくと予想し
ています。

男性の方が多い職
場ですが、性別に関
わらず誰もがやりた
いことに挑戦できる
環境です。
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福岡県生まれ、東京大学法学部卒。NTT東日本・NTTコミュ

ニケーションズにて、金融機関を対象としたSaaSビジネス

に携わる。2008年、Google日本法人へ。6年にわたり、同社

の広告ビジネス部門にて萌芽期のGoogle広告の普及に

尽力。SMB領域のマネージャーを務め、多様な業種業態の

広告主や広告代理店とのプロジェクトに携わる。2014年、

THECOO株式会社の創立に参画し、取締役に就任。

取締役COO 法人セールス事業本部長　下川 弘樹

京都府生まれ、神奈川育ち。慶應義塾大学商学部卒、南カリ

フォルニア大学MBA。外資系企業数社にて、マーケティング、

経営企画、ファイナンスの要職を経て、前職はファッション

アパレルEコマースの受託開発・コンサルティングを手がける

スタートアップにて、執行役員経営管理本部長として管理

部門構築、資金調達などに携わる。

取締役CFO コーポレート本部長　森 茂樹

東京都出身。八千代国際大学卒。人事管理部門管掌役員。

リクルート株式会社、ダブルクリック株式会社、グーグル

株式会社を経て、前職freee株式会社では執行役員として

人事採用部門を統括し、東証マザーズ市場への株式上場

に貢献する。

取締役 人事管理本部長　野澤 俊通

役員

早稲田大学理工学部卒業後、外資系コンピューター企業での研究開発、Microsoftでの日本語版・韓国語

版Windowsの開発統括を経て、Googleでプロダクトマネージャとエンジニアリングマネージャを務める。

プログラマのための技術情報共有サービス「Qiita」を提供するIncrements株式会社を経て独立。現在、

スタートアップを中心とした企業の支援を行う。

技術アドバイザー　及川 卓也

秋田県生まれ。早稲田大学商学部卒業。パイオニア株式会社、MTV Japan代表取締役社長、同社会長、

株式会社ララ・メディア代表取締役社長、株式会社GONZO執行役員社長、同社会長などを経て、当社社外

取締役に就任。

社外取締役　柄澤 哲夫

成蹊大学経済学部卒。オハイオ大学BBA。日本ケミコン（株）にて海外営業全般に従事し欧州現地法人

社長、米国現地法人社長、本社内部監査室長、常勤監査役を歴任後、当社常勤監査役に就任。

常勤監査役　市川 昇

東京都町田市生まれ、早稲田大学卒業。公認会計士。事業会社勤務を経て、新日本監査法人（現 EY 新日本

有限責任監査法人）に勤務。IPO及びベンチャー支援を専門としており、株式会社イトクロ執行役員CFO

として、経営企画・経営管理等の管理業務全般に携わりつつ、当社社外監査役に就任。

社外監査役　佐藤 大輔

中央大学法科大学院修了。弁護士。法律事務所等での勤務を経た後、freee株式会社にて、社内弁護士

として企業法務に従事。その後、当社社外監査役に就任。

社外監査役　五十嵐 沙織
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