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Wano 株式会社
ー 会社名

野田威一郎
ー 代表取締役

2008 年 4月 4日
ー 設立

チューンコアジャパン株式会社
アルファアーキテクト株式会社
STYLICTION 株式会社
EDOCODE株式会社

ー 出資会社

〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-24-2 
EBISUFORT 1F

ー 所在地

エンタメ関連サービスの新規企画開
発を行う「エンタメ×IT」集団。
また、事業ごとに出資会社を設立し、
経営、システム開発、運用などをサ
ポートしています。

事業内容
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Cultivate your dream

文化やその産業を「想像」し「創造」するクリエイター。
Wanoとグループ会社は、

サービスやメディアの企画・開発・運営を通じて、
そのようなクリエイターを支援し、

日本の文化が世界で咲き乱れる時代をつくります。

ちなみにWano= “和の”には、「日本発、世界」の意味が込められています。

Vision

03



Wano 創業

TuneCore Japan 設立

アルファアーキテクト設立

STYLICTION 設立

EDOCODE 設立

音楽や動画などのコンテンツ配信や流通といったエンタメ分野の企画開発を中心に、
様々な事業を開発し、成長させ続けています。

歴史

2008 2012 2014 2015 2016 2020

TuneCore Japan( 音楽配信 )

VeleT( 動画広告 )

itSnap( ファッションアプリ )

ポイントモール

04



グループの中で、Wano はラボ (研究所 ) のような位置付
け。常に「こんなプロダクトがあったらいいんじゃないか」
を企み、一定の規模まで育てる役割です。

0 を1にする

設立当初より自己資本で経営しています。
自分たちが本当に作りたいと思うものを作り続けたいから
こそのこだわりです。

100% 自己資本

サービスが一定の規模になれば、分社し個別最適化。
事業ごとに裁量権を広く持つことで、スピード感のある意
思決定が可能になります。

サテライトスタイル

Wanoを読み解く
キーワード

05



2018 年にリリースした
映像配信サービス。

動画クリエイターのマネタイ
ズを促進します。

誰もが自身の楽曲をストア
に配信する流れのきっかけ
となったプロダクト。

現在Wano は開発を担当
しています。

Wano が開発した
ファッションアプリ。

出演モデルの活動の場を広
げるPRの場でもあります。

現
在
の
注
力
サ
ー
ビ
ス
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ミュージックビデオ・映画・ドラマなどの動画コンテンツを100カ国以上のビデオ配信ス
トアで配信 / 販売できるサービス。

収益の 80%還元
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現在は、TuneCore Japan のサービスとして展開しており、
多くのアーティストのミュージックビデオ配信に使っていただいています。

赤西仁 t-Ace 感覚ピエロ Creepy Nuts 東京ゲゲゲイ歌劇団

Char Ace COLLECTION Eve レペゼン地球 オトッペ
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Video Kicks
今後の展開予定

ミュージシャンだけでなく、
より多くの動画クリエイターの活動を支援します。

映画やドラマ対応01
Wano 発のプロダクトとして、
初めての世界進出を予定しています。

世界へ進出02
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“あなたの音楽を世界に”
誰でも自分の楽曲を世界185カ国以上の配信ストアで配信・販売できるサービス。

収益100%還元

アーティスト
配信ストア

ー 随時新しいストアを追加
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アーティストの継続的な活動をサポートするため、
配信ストアを増やしていく以外にも、新しい機能を開発・充実させています。

累計

億円100
アーティストへの還元金額

2019 年

億円42 %

前年比

170

( 億円 )
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20 代女性向けのファッションアプリ。
影響力のある500人の出演モデルがコーディネートを毎日投稿し、自分を PR できる。
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Webメディアの運営を軸に、出演
モデルの活躍の場を広げるための
PR やキャスティング事業にも力を

いれています。

モデル・インフルエンサー、ミス
コン女子大生 ... など、Instagram
総フォロワー数は1,000万以上の
影響力のある出演モデルのネット
ワークは、現在も拡大中です。
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Wanoで働く人々
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 男性  女性

33名

従業員数 (※Wano 単体 )

 男女比率

平均年齢

34.4歳

%84.8 %15.2
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Music

Wano において欠かせない存在である音楽。

それぞれのスタイルで音楽を愛する社員が、音楽を
通じて会社で楽しく過ごすための社内コミュニティ。

コーポレートサイトは、音楽部セレクトのプレイリス
トが全面に。

https://wano.co.jp

音楽部
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English

週に1～2回、ランチを食べながら英会話レッスン
を実施。

現在 USとの協働が多く、英語でのコミュニケー
ションが必要な場面も多いので、みんなで頑張っ
ています。

英会話ランチ
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自分たちのつくりたいサービスを生み出し続けるた
めには、おもしろいアイデアを形にできる力が必要
です。
新しい技術を取り入れたり、情報交換の場を設け
たり、エンジニア文化の醸成に投資しています。

音楽サービスエンジニアmeetup や
オフサイトでの開発合宿などを定期的に実施。

https://qiita.com/organizations/wano-inc

エンジニア文化
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Amon2 / echo / Supervisor / Phrase / EC2 / ECS / ECR / Fargate / ALB / RDS / Lambda / Batch / 

MediaCovert / SQS / CloudFormation

開発で使用している技術一例
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開発で使用している技術一例

Amon2 / daemontools / kyototycoon / EC2 / ELB / RDS / ElastiCache / CloudFront / CodeBuild /

Lambda / S3 / OpenAPI
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良いアイデアやプロダクトを生み出すため、オフィス環境も
大事にしています。
開放感のあるオフィスには、社員の要望に合わせてコンテッ
サチェアやフリードリンクも完備。

恵比寿駅近く、以前は映像制作のスタジオだったこともあ
る建物が弊社のオフィスです。

オフィス環境
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福利厚生

休日・休暇

・週休 2日制 ( 土日祝 )
・慶弔休暇・産休
・育児介護休業

・入社時点で 5日間の有給付与
・法定付与日数+5日間の有給休暇

各種補助

・書籍購入、セミナー参加、ランチ会、
歓迎送迎会など全額補助

・社内フリードリンク全額補助
・クラウド補助 ( プロダクト検証用アカウントを自由に

利用可能 )

保険

・各種社会保険完備
( 雇用・労災・健康・厚生年金 )

※関東 IT ソフトウェア健康保険組合所属

諸手当

・通勤手当 ( 月 5万円まで )
・定額超過勤務手当
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Wanoでは、
一緒に働く仲間を募集しています。

採用サイト
https://group.wano.co.jp/

Wantedly
https://www.wantedly.com/companies/wano

E-mail
career@wano.co.jp
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最後までお読みいただき、
ありがとうございました。


