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代表紹介

1989年生まれ。名古屋大学大学院電子情報システム専攻情報通信コース(片山研)修了。大学卒業
後に即起業するが、失敗し、Web会議ベンダーに入社。その後、個人事業主として活動し、2019
年7月に当社設立

Github:  https://github.com/atyenoria 

これまでにエイネットでLiteFreshVoice、SmartTradeで 株 価 予 測 アルゴリズム 販 売 ストア
QuantX, Japan Digital DesignでFinTechサービス、ベルフェイスでWeb商談システム、ロゼッタ
でVR旅行サービスTravelDX等の革新的サービスを構築。

現在はバーチャルワークスペースVoicePingを通じて企業の生産性とエンゲージメントの向上を
図る。中島 明紀 

Nakajima Akinori

代表取締役
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● 弊社が創業以来ずっと続けているメソッド、
俗に言う”オフショア拠点設立”。
人的リソース不足の解消が目的

● 英語をコミュニケーション言語として、専門的な業務(シ
ステム開発・マーケ戦略策定)や一般業務(オンライン秘
書、汎用ライティング)の対応

● 世間一般的なイメージのような主にコスト削減を目的にし
たオフショア開発ではない。システム開発単価は全般的に
上がっているように感じる
(相対的に日本が貧しくなっている?)

● かなりマニアックな専門的な職種「NFTエンジニア」等
も、実はわりと簡単に採用できる

● 海外現地に拠点を作るわけではなく、フルリモートでの業
務を行う。ノーリスクで始めることができる
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グローバルリモート共創とは(未来志向の働き方)
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グローバル採用をどうやって始める? 

✔ クラウドワークスとは比較にならないほど大きな
プラットフォームである”Upwork”でクラウドソー
シング採用もしくは”Linkedin”や”Angelist”でシン
プルに募集要項をポストして業務委託契約

✔ 稼働時間は専用のトラッキングソフト”Hubstaff、
Toggle”等を使用して、当月締め翌月末払いで対応

✔ 支払いは”Payoneer、Paypal等”でクレジット決済
や”Wise”で直接ローカル銀行へ送金

✔ 慣れれば5日などでシステム開発エンジニアを直接
採用して、システム開発を始めることが可能

✔ 英語力は人材の採用、業務を円滑にすすめるため
やはり必要
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良い開発エンジニアを惹きつけるコツ

● 新しい･生産性の高い技術に興味を持ってい
るので、自社でそのようなテクノロジーを
活用するのは必須

● 技術的なポイントだけではなくビジネス、
カルチャーでの優位性を訴求

● 金ばっかり要求してくる奴はロクでもない
が、やはり報酬は適正水準以上にする必要
がある
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海外人材との共創のポイント(美談は抜きで)

✔ 中国、ベトナムだと旧正月(2月)、インドだと
Diwali(10月)に大型連休があるので、事前に調整
が必要。一方で正月はフル稼働になっているの
で、日本側で対応できないことも。

✔ 大量に人を採用すれば、中には怪しい人も。正式
にチームメンバーに入れる前には身元やスキル
チェックは確実に行う。

✔ 外注や業務委託といえどもチームとして暖かく迎
える。常にプロフェッショナルとして、リスペク
トする。

✔ ローコンテキスト文化(あいまいをやめる)をチーム
の文化とする。テキストチャットはローコンテキ
ストで、対面会話はハイコンテキストで構わな
い。

Share!

共有!

chia sẻ!

分享!
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Angelistとは

✔ Indeedに似た求人サイトで、成長意欲豊富な外国人
人材を安価なアド広告費用(月3万円程度)で無制限に
採用できる

✔ エンジニア、デザイナー、マーケター、ライターなど
IT関連人材が多い

✔ 成果報酬ではなく、人材マッチングした後には　雇用
契約や支払い手段は自前で対応する必要がある

https://angel.co 

https://angel.co/
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✔ 世界最大のクラウドソーシングプラットフォーム
(1450万人以上が登録。東京都の人口以上)

✔ 契約から支払いまで含めてプラットフォーム上で
完結するがシステム手数料がかかる
(1クライアントに対して、$500まで20%、
$10,000まで10%、それ以降5%。逆累進課税)

✔ 便利な勤怠管理タイムトラッカーシステムが使え
るので、時給精算に便利

✔ 高級な人材から汎用的人材まで幅広くかなり深く
網羅している。低リスクで始めることができる。

✔ 個人的に一番お勧め
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Upworkとは

https://www.upwork.com/
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開発ディレクションのコツ(社内コミュニケーション)

✔ 全体ワークフローの中でのボトルネックを常に意
識して、どう取り除くかを考える(TOC理論)

✔ 多能工を求めすぎない。専門的な開発エンジニア
に単調なQA作業依頼はしない

✔ 心理的安全性を最大限高めながら、無駄なコミュ
ニケーションを取り除く(非常に難しい)

✔ ディレクターに開発知識があると強いのでキャッ
チアップできる教育体制を作る

Requirements

Design

Implementation

Verification

Maintenance
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✔ 常に依頼の背景をWhyで掘り下げる癖をつける。
提案できる隙はないかを探す。

✔ 進捗催促をされてる時点でゲームオーバーなの
で、それぞれのタスクがいつ終わるか、ステータ
スを共有・可視化する

✔ 的外れがないコミュニケーションを繰り返し、信
頼できるパートナーになれるように心がける

✔ 他社で対応できない専門性による価値を提供する
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受託開発におけるコツ(社外コミュニケーション)

課題

ヒアリング

ソリューション
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VoicePingとは
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生産性向上意識の高い
企業･プロジェクトチーム向けの

仮想オフィスツール

リモートワークや出社している際にも、
常時接続で使用し

コミュニケーションを滑らかに

個別のタイムマネジメントや
定例における議事録作成の自動化等、

細かいニーズにも柔軟に対応

生産性を上げる仮想オフィス

強力なコラボレーション機能
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仮想オフィスツール導入のメリット１

高価なオフィス家賃がいら
ず、スタッフの増減に合わせ
て、柔軟にスケール可能。

1 コスト削減
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仮想オフィスツール導入のメリット２

通勤時間、交通費がかからず
採用にも有利。

2 採用強化
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仮想オフィスツール導入のメリット３

リアル出社と同じように、就業中はメン
バーとオンライン上のワークスペース
で、自然なコミュニケーションが可能。

3 コミュニケーション改善
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働き方の多様化

フリーランス･業務委託契約･副業･
週3日正社員稼働

終身雇用を前提としていたメンバーシップからジョブ型への移
行、人材の流動化が進み始め、プロジェクトをゴールを達成する
ために合理的な手法でチームを組成するという形が進む。

ITエンジニア不足は特に深刻だが、広範囲に渡る業務において、
国内の人材不足が進み海外人材の積極活用がされる。英語に得意
でない人間も外国人と負荷なく意思疎通できれば便利。

コロナが長期化し、一部リモートワークもしくはフルリモート化
は、どの企業でも当たり前となる。ワーケーションといった新し
い取り組みをする大企業も出始めている。

Point 1

オフライン･オンラインで働く外国人の増加Point 2

オフラインとオンラインのハイブリッドワークPoint 3
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VoicePingの目指す方向性

少子高齢化・グローバル化・メタバース・コロナによるハイブ
リッドワークによって、働き方は多様化しました。

生産的なチームは、時代が変化しても市場で生き残っていくこ
とができます。

我々はチームワークの効率を上げ、仕事の生産量を最大化する
ためにプロダクトの価値を日々改善していきます。

メタバース時代の、
”もっとも生産的な働き方”を支援。
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リモートワーク･ハイブリッドワークのお悩み

✔ SlackやTeamsのステータスは常に緑だけど相手がPCの前にいるかわからない

✔ DMで”ちょっといいですか”と確認をとってから通話するのは面倒

✔ 音声常時接続で話しかけたけど結局相手がいなかった

✔ 就業時間中に映像音声常時接続ONするのは監視っぽくていやだ。個人の自主性を育みたい

✔ サクッと会話できないと新人や中途育成に難がでる

お悩み１：

サクッと会話
できない

✔ オフィス・作業場に対面で活動していた一体感が得られない

✔ 結局、何にどれだけ確認していたかわからないけど、無断に管理工数増やし
たくないしマイクロマネジメントもやりたくない

お悩み２：

チーム全体の一体感と
生産性に満足していない

✔ 簡易に使えるWEB会議ツールだと、画面共有やテキストエディター上でのリアル
タイム同期等、様々なところでコラボ力が下がる

✔ チーム力を上げていきたいので、NotionやWiki等でナレッジのシェアをうまくし
たいので、議事録やログを簡易的に共有したい

お悩み３：

オンライン上での
コラボレーション力を
最大化したい
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声かけ機能

リアルオフィスに出社した際と、
同レベルで自然に会話可能。

リモートワークを取り入れて、メンバー同士の会話量が減って、　
新人のオンボーディングや日々の業務効率の低下が発生しがちで
す。

VoicePingは、オンライン上での会話を促進します。2次元画像の
オフィス上で、今の作業状況や心理的状態によって、好きな場所
へ移動したりステータスを変更することにより、メンバーもあな
たのステータスを客観的に判断することができます。

各ユーザーの今開いているアプリを確認することができるので、
ZOOMを開いていればWEB会 議 中であり、SlackやChatworkを
開いていればそのまま呼びかけても大丈夫だと判断することがで
きます。

話しかけられた際には、必ず気づくピクチャーインピクチャーに
よる前面通知で、重要な声かけを見落とすことがなくなります。

会話中 ステータス変更

「近くに呼ぶ」機能
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仮想オフィス上のメンバーがどんな作業に今取り組んでいるかが
一目で確認できます。定例やちょっとした雑談が行われているか
も簡単に確認ができるので、必要があれば会話にすぐに参加など
も柔軟に行えます。

マネージャーの方は、1on1のMTGで目標に対しての結果を評価
し、それぞれのメンバーが何にどれくらいの時間を取り組んでい
たかで効率的な時間の使い方のフィードバックを行うことができ
ます。

チームの活動状況の可視化

監視にならないように
相手のプライバシーに十分に配慮しつつ、
必要な情報をメンバーが共有可能。
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強力なコラボレーション機能

お絵かき共有も、
コラボレーションも。
定例ミーティングも安心。

色々なWEB会議サービスのお絵かき共有や、リアルタイムエディ
ターによるコラボレーション機能が貧弱であったり、音声疎通自
体に難があり、ノイズ混じりで音もクリアに聞くことができない
という不満はないでしょうか。

複数のWEB会議アプリを運用するのは、手間がかかります。

VoicePingでは、必要十分なコラボ機能、ノイズ処理によるクリ
アな音声、不要なネットワーク帯域削減機能を実現しており、重
要な会議にも安心してお使い頂けます。
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外部パートナーや、一回限りのミーティングや試用期間中に、
メンバー登録なしで仮想オフィスがご活用いただけます。

アプリのインストールが厳しい環境でも、ブラウザ形式ですぐ
にお使い頂くことができます。Webブラウザから参加できるか
どうかは、フロアごとに柔軟に設定ができるのでセキュリティ
や運用面でも安心です。

21

外部ゲスト参加機能

ワークスペースにメンバー登録なしで、
Webブラウザ(Chrome,IE, iOS Safari, Android Chrome)

から仮想オフィスが利用可能

開発中

Welcome!
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従業員数の急拡大･縮小による月額家賃や初期費用の無駄な負担
や、難解なSaaSツール導入に営業マン･カスタマーサクセスが張
り付いて苦い思いをした経験はないでしょうか。

VoicePing上のオンラインバーチャルオフィスを使えば、リアル
オフィスは必要ないか、安価なシェアオフィスでの組織運営が可
能になります。

VoicePingの洗練された直感的なUI/UXにより使用者の学習コスト
はほとんどありません。即日導入、活用が可能です。ほとんどの
企業が詳細な説明なしで、すぐにご活用頂けております。

不明点やトラブルがあった際もカスタマサポートチームリアルタ
イムのテキストチャットやWEB会議も含めて柔軟にすぐに対応致
します。

22

導入・運用コストが低い

導入、運用の手間いらず。
オフィスの月額コストも大幅削減。
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導入事例(開発チーム)

12人の受託開発ラボ型オフショアチームにおいて、WEBアプリ開発プロジェク
トでの導入。短納期と高品質が求められるプロジェクトにおいて、エンジニア
の工数管理やチーム内での円滑なコミュニケーション促進は重要な課題。

導入前 漠然とした、潜在・健在問題に対して、プロジェクトマネージャーからエ
ンジニアへテキストベースのコミュニケーションになり、全体的な動きが
遅い。タイムゾーンが異なる中で、それぞれのメンバーがどの時間に稼働
して、何のタスクに今注力してるかを素早く確認する手法がなかった。

導入後 プロジェクトメンバーの稼働状況の可視化やコミュニケーションの促進に
つながった。スクリーン共有画面 や 音声会話している際にアバターが緑
に光ることから、チームの動きがわかり、同じチーム内で働いている一体
感が得られた。フロントエンドとバックエンドで密接な連携が必要な複雑
な構成を持ったシステム開発にも、各メンバーがどのタスクに取り組んで
いるかもタイムトラッキングからの情報で取得可能になり、機動力を持っ
て対処可能になった。また、テックリードからジュニアレベルのエンジニ
アへのピンポイントでの指導も効率的にできるようになった。議事録機能
・翻訳により、日本語が得意でないメンバーを混ぜても内容の共有がうま
くいった。
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導入事例(営業チーム)

従業員数160人の営業支援会社での導入。ほぼフルリモートであり、日々の
コミュニケーション品質に関して漠然とした課題感があった。

導入前
google meetやzoomでの都度発行共有が面倒。全体の動きが見えなく
て、個別及び全体の生産性管理に問題があった。日常業務としてインサイ
ドセールスを行うメンバーが大半。

導入後
就業時間中は全メンバーがVoicePingアプリを起動して、オンライン出社
をしている。Google Calendar連携を利用することにより、ちょっといい
ですかの声かけ対応の可否状態の可視化が行われている。

定例と発生ベースで音声・映像通話を行う。通話音声もZOOMやGoogle 
Meetに比べて遜色ないので、定例会議にも利用。勤怠管理システム
jingerで勤怠管理を行い、生産性チェックツールとしてボイスピングのタ
イムトラッキングを使用し、メンバーの生産性意識の向上と1 on 1 での
会話ネタとして稼働ログを活用。



© 2022 VoicePing, Inc.｜ 25

運用例１

✔ 1フロアオフィスで、5分以下の会話･　
進捗定例･全体会議･朝会･夕会をカバー

✔ 一部チームでタイムトラッキングを使
用、個別の生産性意識の向上。1on1で
フィードバック

30名以下、小規模企業

朝会

定例

夕会
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運用例２

✔ 5フロアオフィスで、部署別に運用。

✔ 5分以下の会話･進捗定例･朝会･夕会。　
数百人が参加する全体会議はZOOM使用

✔ 部署ごとでタイムトラッキングを使用
し、個別の生産性意識の向上

✔ 複数フロアを横断して、交流が可能

✔ 定期的にブレイクアウトセッションを行
い、グループワークが研修の開催も可能

200名以下、中小企業

営業

マーケティング

開発

人事

総務
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単発用途
向き

定例会議・
インサイド
セールス・
ウェビナー

常時接続
向き

オンライン
出社
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他社サービスとの比較①(コミュニケーションツール軸)

常時接続する仮想オフィスとして最大限機能するよう、UXを工夫
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監視感

弱め
監視感

強め

28

他社サービスとの比較②(生産性管理軸)

新しい働き方においても個人の自発性を尊重しつつ生産性を最大限高めます
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料金形態

プラン スモールプラン プレミアムプラン エンタープライズプラン

初期費用 ０円 ０円

要相談

月額 7,500円（税別） 20,000円（税別）

フロア 1 5

最大参加人数 15 50

議事録文字起こし 600分 3,000分

トライアル ２週間無料 ２週間無料
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以下URLより管理者用アカウントを作成して頂きます。
https://app.voice-ping.com/user/signup 

30

無料トライアル導入までの2ステップ

3分で使えます。まずはオンライン説明なしでアプリをすぐに触ってみたい方にお勧めです。

Step

1

Step

2
PCアプリをダウンロード起動し、他のメンバーを招待するこ
とですぐにトライアルをお使い頂けます。
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個別オンライン説明会

✔ ヒアリングと、プロダクトの説明を30分ほ
どオンラインで行わせて頂きます。

✔ エンタープライズ導入の相談も、こちらで
対応させて頂きます。

お申込み https://form.run/@voiceping-demo-apply

個別オンライン説明会
課題・ニーズ

ヒアリング・
ソリューション
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2021年11月16日、正式リリース。
現在 30 社がトライアル･有料導入中
(480人がアクティブユーザー)
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よくある質問

VoicePingを常駐しておくとPCが重くならないですか? Q

リモートワークチームのためのツールですか? 

Chatwork、Slack、Teamsとどのように並行利用すれば良いです
か？

Q

Q

雑談などの短い会話のみで使用するためのツールですか？

セキュリティが心配。

使い方マニュアル資料はこちら！！

Q

Q

低CPU使用率で動くように徹底的に工夫しておりますので
ご安心ください。ZOOM、Google Meet、Teamsと平行し
て使用することができます。常時接続を前提としているの
で、低CPUで動くことはプロダクトとしての必要条件とな
ります。

ハイブリッドワークまたはオフラインチームでも、　
生産性管理ツールとして十分にご活用いただけます。

テキストチャットによる非同期コミュニケーション以
外の同期コミュニケーションは全てVoicePingに　　
集約することでチームが活動的になります。

朝会・夕方・定例もVoicePing上で開催することがで
きます。

PaaSや他社プラットフォームは利用せずに、自前実装
にこだわり、DB上は暗号化して、安全性を担保してお
ります。

顧客の安全確保はSaaS事業者としての使命です。

https://bit.ly/3n54dUy　 

A

A

A

A

A
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プロダクトロードマップ

VoicePingは、長期的な生産性を最大化するためのコミュニケーションツールとなるために
日々プロダクトの提供価値を再定義･改善しております。御社の事業成長にダイレクトに
コミット致します。常に利用しやすい価格･使いやすいUXを提供致します。

2022年2月上旬 WEB版ゲスト参加機能の実装(iOS Safari, Android Chrome, Chromebook)

2022年3月下旬 他勤怠管理連携(ジョブカン、jinjer ジンジャー 、KING OF TIME等)

2022年5月 仮想オフィス上でのピアボーナス機能

2022年7月 ウェビナー・懇親会・イベントにも使えるEventDX アプリ

2022年10月 Oculus Quest 3を想定した、VR/AR 版 VoicePing 3.0

2023年1月 次世代AR/VRゴーグルを想定した、VoicePingを軸としたメタバースPF

生産性を軸にした、”メタバースプラットフォーム”として発展していきます

予定
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会社概要

メタバース時代の
チームのエンゲージメントと
生産性を最大化します。

商号 VoicePing株式会社

設立 2019年7月

事業内容 仮想オフィスVoicePingの開発・販売
システム受託開発

代表者 中島 明紀

資本金 2億990万円（資本準備金含む）

従業員数 15人(業務委託含む)

本社所在地 東京都港区海岸一丁目７番１号８

主要株主 経営陣、株式会社メタリアル

業績 第一期 3,902万円
第二期 14,234万円


