
ノーコードツールを活⽤する
新規事業体制を築く

スピード！スピード！そして、スピードの時代！

時間 2021年8⽉12⽇ 18:00~18:45
場所 Zoom（オンライン）

MC 宮坂尚弥
講師 三⾕憩

プレゼンター



新規事業とは①（P.1/16）

新規事業を企画

新規事業⽴ち上げの最初の負担は⼤きいが、企業成⻑には⽋かせない取り組み

事業への熱意が⽣まれる

新規事業が成⻑

売上発⽣

新規事業をリリース

売上拡⼤

事業拡⼤ノウハウ

既存事業とのシナジー

新規事業⽴ち上げノウハウ

新たに事業を企画

予算的な不安

売上が⽣まれるか不安

社員モチベーションの維持

トライアンドエラー繰り返し

売上拡⼤の不安

メリット

デメリット

01

Ø 新規事業は最初の負担（不安）は⼤きいが、事業⽴ち上げ時に得られるものは⼤きい
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新規事業とは②（P.2/16）
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Ø 新規事業とは、既存事業を補完する、および企業の未来を作る事業である

事業に関する前提条件
1. ⼈の興味関⼼はすぐ変化する 2. 商品、サービスは模倣することが

容易になった
3. ⾃ずと社内起業家（新規事業を作
る⼈）が⽣まれるわけではない

既存事業のみ 既存事業 新規事業
Good 既存事業に集中できる

Good システムがあり、負担が少ない

Bad 既存事業が衰退すると、経営が厳しい

Bad 時代の変化に対応することが難しい

新規事業とシナジーGood

Good 変化に対応しやすい

Bad リソースを割く

Good 既存事業のサポート

Good 新たな課題に挑戦

⽴ち上げに負担Bad
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参考資料：新規事業はいつ⾏うべきか（P.3/16）

Ø 新規事業は企業状況が良い時ほど、挑戦するべき

現在の企業状況が良い 現在の企業状況が悪い

既存事業の売り上げ好調Good

社員のモチベーションが⾼いGood

会社が⾦銭的に余裕があるGood

新規事業に集中でき、時間的余裕もあるGood

既存事業の業績不振Bad

社員のモチベーションが低いBad

会社が⾦銭的に余裕がないBad

Good 社員のモチベーションを上げて進められる

Bad

Bad

新規事業に集中できない

⾦銭的、時間的に余裕がない
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新規事業を⾏なった場合 新規事業を⾏なった場合
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企業の課題と負担①（P.4/16）

Ø 新規事業が⽴ち上がらない企業は⼤きいが、⼤きく分けて3つのパターンに分かれる

事業開発の仕⽅が分からない 社内起業家が⽣まれない 開発リソースがない

• 新規事業を⽴ち上げる時に、
企画、ヒアリング、開発、テスト
といったイメージが湧かない

• 難しく考えすぎてしまう

• 既存事業の推進は上⼿だが、新
規事業を指揮取って進めること
ができる⼈材がいない

• 新規事業⽴ち上げができる⼈材
を採⽤できない

• ⾃社の⼈材、ノウハウだけでは
新規事業が作られない

• 外部の⼒を借りると、コスト、
期間がかかってしまう

よくお伺いする声

• 既存事業の拡⼤ノウハウしか社内にない

• 推進リーダーが開発を理解できない

• 事業開発にとにかく時間がかかる

• 開発リソースがないため、⾼コスト⾼リスクになる
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企業の課題と負担②（P.5/16）

⼈⽇単価 ⼈⽇ 合計価格
企画・サイト設計
1-a 仕様書作成（企画） \35,000 10 \350,000
1-b サイトマップ作成 \35,000 1 \35,000
1-c ワイヤーフレーム作成 \35,000 3 \105,000
1-d コンテンツ案策定 \35,000 3 \105,000
1-e コンテンツ制作 \35,000 3 \105,000

デザイン
2-a PC_メインページ \30,000 15 \450,000
2-b PC_固定ページ \30,000 20 \600,000
2-c レスポンシブ設計 \30,000 5 \150,000
2-d 管理ページ \30,000 5 \150,000

コーディング
3-a コーディング \35,000 60 \2,100,000

環境構築
4-a インフラ構築 \40,000 20 \800,000
4-b セキュリティ対応 \35,000 10 \350,000

テスト
5-a テスト \35,000 20 \700,000

⼩計 \6,000,000
消費税 600,000
合計 \6,600,000

Ø 新規事業で、開発外注するのはコスト、時間がかかり、⾼リスクな進め⽅になる

（参考）Webマッチングアプリを新規事業で始める
開発費⽤：660万円
開発期間：9ヶ⽉
開発体制：オフショア

• 売り上げが出るか不明だが、最低660万円の投資
• ９ヶ⽉間は開発で、事業が進まない
• オフショア開発な分、PDCAを回しにくい

リスクがかなり⾼い事業の⽴ち上げ
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質疑応答①

現時点で質問ある⽅は、チャットにてご記⼊ください



解決策（P.6/16）

スモールスタートの事業開発を理解し、
低コストでトライアンドエラーできる体制をつくり、投資する

事業開発を理解する 新規事業に挑戦する 開発体制を整える

⾃社内に、新規事業ノウハウを理解する⼈材や開発できるリソースを持つ

• スモールスタートを意識
• 莫⼤な費⽤をかける意識を捨てる
• ヒアリングの⼤切さ

• 実践でノウハウを⾝につける
• 当事者意識を醸成する

• 外注いらずで、低コスト開発
• ⾼速でPDCAを回す
• ITを活⽤する
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MVP（Minimum Viable Product）開発の必要性（P.7/16）

Ø 新規事業はリスクを最低限に抑え、トライアンドエラーを繰り返し⾏うことが基本
Ø Webサービスが使⽤されるかどうかは、Web開発しないと分からない

考案

（例）Webサービスを⽤いた新規事業について

ヒアリング MVP開発 テスト
マーケティング ベータ版配信 本格版開発

企画 開発 リリース

考案・企画

ヒアリング

考案・修正

ヒアリング

開発前に事業テスト

開発

テストマーケティング

ヒアリング・修正

リリース

テストマーケティング

本格版開発

リリース
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ノーコードツールの活躍（P.8/16）

学習速度が早い 開発速度が⾼速 PDCAが⾼速

柔軟な対応⼒、素早い開発⼒を持って、スモールスタートが可能

• コードを覚えなくてよい
• デザインはドラッグ&ドロップ

• プログラミングの数倍早い
• デザイン、コーディング、イ
ンフラなど分ける必要がない

• テスト、修正が早い
• 1⼈の開発で⼗分⾼速
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事業開発にノーコードツールを使⽤することで
素早い学習、PDCAを⾼速で回して即時修正できる
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ノーコードツール（bubble）とは①（P.9/16）

Clarify
⾃⾝のキャリアを管理、成果をト
ラッキングすることで給料交渉、
昇進に活⽤。マクドナルド社をは
じめとする⼤⼿企業からの採⽤実
績がある

Qoins
借⾦を管理し、返済⽬標に向けて
スケジューリングする。アプリ内
で借⾦返済、振り込みすることも
可能。

Bubbleで作られた世界的なサービス

SPOTTO
新卒採⽤における説明会から⾯
接・採⽤までを、WEB上で⾏える
サービス。⽇本で初めてノーコー
ドのアプリとして買収されたアプ
リとして有名。
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Ø ノーコードツールは⾮エンジニアであっても、Web、アプリ開発が⾏えるツール

公式ページ：https://www.clarify.so/ 公式ページ：https://qoins.io/ 公式ページ：https://www.spotto.work/
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ノーコードツール（bubble）とは②（P.10/16）

Q. Bubbleでどのような機能が使えるか
A.世の中の90%以上の機能は網羅できる（デザインもドラッグ&ドロップで⾃由⾃在）

投稿 いいね フォロー コメント 決済 CtoC決済

スケジュール PDF出⼒スタッフ管理 シフト管理 出席管理

プラットフォーム マッチング ビデオ通話

メール送信

シミュレーション 計算 グラフ 分析

動画

Web

QR収益化

iOS AndroidAPI

⾳声

ログイン 販売

⾃由度が⾼く、作りたいサービスを開発可能
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ノーコードツールを学ぶメリット（P.11/16）

Ø ノーコードを学ぶことで、事業開発体制を万全に整え、新規事業が⽴ち上がる体制が⽣まれる

メリット 1 

⾃社で開発ができる
メリット 2 

Web制作が⾏える
メリット 3 

既存事業の拡張、DX化

新規事業のコストが減る

⾼速PDCAが回せる

開発、制作における外注費⽤

リスクオフ

依頼先との煩雑な連携

テスト、修正を繰り返す

ホームページ、広告作成可能

⾼速PDCAが回せる

開発、制作における外注費⽤

リスクオフ

依頼先との煩雑な連携

テスト、修正を繰り返す

既存事業の施策幅が増える

既存事業のDX化

変わらない事業戦略

Webを絡めた施策が打てる

⼿作業、単純作業

思考が求められる作業に注⼒
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ノーコードツールの課題（P.12/16）

Ø ノーコードツール⾃体の認知度や歴史が浅く、⽇本ではプロから学べる学習環境が整っていない
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デメリット 1 

学習環境がない
デメリット 2 

スキル転職は困難
デメリット 3 

学習負担がある

講師がいない

教材がない

社会的認知が低い

ノーコードスキルだけは弱い

ノーコードでも学習が必要

デザイン⼒が問われる

解決 研修事業として講師⽤意

解決 300ページの教材作成

解決? 認知を広める活動

解決 新規事業スキルを備える

解決 2ヶ⽉学べば即戦⼒

解決 お決まりデザインを学ぶ



質疑応答②

現時点で質問ある⽅は、チャットにてご記⼊ください



企業の未来は新規事業が⽀える
The future of the company is a new business

ノーコード企業研修
~スモールスタートできる体制へ~



ノーコード研修〜スモールスタートできる体制へ〜（P.13/16）

Ø 新規事業を意識したノーコード研修は、2ヶ⽉でMVP開発体制を整えることができます

新規事業経験の講師 オリジナル教材 課題添削 質問し放題 エージェント

万全な研修体制（弊社が選ばれる理由）

研修がもたらす効果

アプリ開発スキル デザインスキル 新規事業理解

• Web・スマホアプリ
• ⾼速PDCA

• UI / UX
• 広告デザイン

• 新規事業のアプローチ
• 既存事業への応⽤
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ノーコード研修（カリキュラム例）（P.14/16）

Ø ⽉4回、3時間の受講時間で、Twitterプロトタイプ版を開発します

第1回 第2回 第3回 第4回

第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章

目的 Bubbleを
知る

データベース
を使う

Repeating
Groupの理解

データベース
基礎 データ移行 データベース

応用 データ検索 Bubbleの可能
性を知る

内容 アカウント
作成 ログイン ツイート一覧 詳細ページ マイページ コメント 文字検索 1~7章

振り返り

アプリを
開く ヘッダー ページ遷移 いいね機能 アカウント

ページ ポップアップ フィルター
検索

ドラッグ＆
ドロップ ツイート投稿 フォロー機能 レスポンシブ

Bubble全体像
を見る フッター

Twitterの簡易版を作成（ツイート、コメント、いいね、フォロー、プロフィール画面、検索）

（例）カリキュラム_1ヶ⽉⽬

受講期間：1~2ヶ⽉
受講時間：各回3時間（質問対応、個別指導含む）

スケジュール：応相談（企業のスケジュールにご対応します）
課題：次回2⽇前までに課題を提出し、次回講師から課題添削が返却
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ノーコード研修（教材説明）（P.15/16）

Ø 専⽤の教材を配布し、予習、復習、プラスアルファ学習が⾏えます。

（例）教材テキストⅠ_エレメント説明 全300ページ
オリジナル教材を配布

詳しい解説 予習復習

洗練デザイン プラスα学習
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ノーコード研修（プラン）（P.16/16）

Ø 1⽇研修プラン、伴⾛研修プランの2つプランから、お選びいただけます

1⽇研修プラン 伴⾛研修プラン（2ヶ⽉）

\20,000/⼈ \198,000/⼈
• 新規事業講習
• ノーコードツール概要
• 質問対応

• 新規事業講習
• ノーコードツール概要
• 質問対応
• オリジナル教材配布
• 個別質問し放題
• 全授業課題添削

※⾦額は税別表⽰になります。
※最低開催⼈数は、5名になります。参加⼈数に応じた団体割引あり
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ご清聴ありがとうございました。

これより、時間の許す限り、質疑応答の時間をとります。

時間のない⽅は、アンケートご記⼊の上、御退出いただいて構いません。


