
異能同士を組み合わせ最強のポケモンマスターになるために  
～優れた可能性を持つ “個 ”の心を孤立させるな！  

みんな違うからこそ最高のプロダクトは生まれるマル秘チームマネジメント術～
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パラレルキャリアエバンジェリスト 軍師 
 ”トッキー” 常盤木 龍治 

株式会社EBILAB 取締役ファウンダー CTO CSO Okinawa Innovation Lab長 ヱバンジェリスト 
株式会社クアンド 事業戦略アドバイザー エバンジェリスト 
株式会社ZENTech 事業戦略アドバイザー エバンジェリスト 

岡野バルブ製造株式会社 社外取締役 （DX） 
パーソルホールディングス株式会社  事業戦略アドバイザー 

ポスタス株式会社 事業戦略アドバイザー 
ISCO（沖縄ITイノベーション戦略センター）初代アドバイザリーフェロー 

株式会社うむさんラボ 執行役員 テクノロジー  イノベーション担当 
株式会社レキサス エバンジェリスト 

LiLz株式会社 エバンジェリスト 
Statrup Lab Lagoon KOZA フェロー 

Microsoft Okinawa Base ストラテジーマネージャー 
株式会社イナダ 事業戦略アドバイザー 
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最初に言わせてくれ



ポリゴンはわるくない(T_T )





人生は 
選択の連続である





tokiwagi

•常盤木龍治（ Ryuji TOKIWAGI ） 
•通称  トッキー  #コザに来ざるを得ない 
•『目指すは常に世界一』 

•沖縄移住７年目　パラレルキャリアエバンジェリスト 軍師 
•沖縄/伊勢/九州/東京/ブラジル等を軸に 日本中 世界中が仕事場 
•趣味　史跡探訪/歴史研究/カレー部キャプテン（16,000名↑在籍）  　　　　 
•　　　読書（月30-40冊）/映画鑑賞（4,000本以上）Wine/Scotch  
•略歴　ISCO（沖縄ITイノベーション戦略センター）初代フェロー 
•　　　MIJSコンソーシアム副委員長/ASPIC委員/CUPA 運営委員等歴任

ときわぎ クラウドryuji_tokiwagi



•常盤木龍治（ Ryuji TOKIWAGI ） 
•通称  トッキー  『目指すは常に世界一』 
•EBILABの最高技術責任者 最高戦略責任者 エバンジェリスト 
•Okinawa Innovation Lab長 プロダクト一筋20年 
•国内シェアNo.1 ノウハウ継承ツール（Knowledge Management/Documentation） 
•日本初 業務基幹領域 クラウド型原価管理システム（ERP/Cost Management）  　 
•国内シェアNo.1 データ連携ツール（Cloud EAI/ESB）   
•世界シェアNo.1 ERPベンダー クラウドプラットフォーム（SAP Cloud）  
•メディア注目度No.1 小売/飲食店向け“来客予測AI＆BI”のプロダクト化（伊勢 ゑびや →EBILAB） 

•No.1シェア請負人｜軍師|パラレルキャリアエバンジェリスト
tokiwagi ときわぎ クラウドryuji_tokiwagi









ベストスピーカー1位 

（つまり西日本におけるエンジニアの頂点）



⾼校定時制�⼤学中退でも�
⻤のような努⼒|勉強と腕っぷし⼀つで�
のしあがれるのが�
プロダクトビジネスの世界�
起業｜テクノロジーの世界�
※今でも論⽂死ぬほど読んでる�
 エンジニアは技術論⽂読もうマジで



(C) 2019 LiLz Inc.

LiLz Gauge

設備の目視巡回点検をラクにする



(C) 2019 LiLz Inc.
研究所

病院

ビル

ビル管理

農業

鉄道

公共施設

コンビナート

下水処理場

火力・水力発電所

環境・エネルギー 公共・インフラ・一次産

適用領域



(C) 2019 LiLz Inc.

受賞歴
CEATEC AWARD 2019 トータルソリューション部門  

グランプリ
計器点検の効率化を、IoTデバイスとクラウドで解決しようというアプローチを実
現した点を評価。遠隔点検という価値提供をしながら、自動的にデータが集まる
仕組みを提供している。オープンイノベーションとして東証一部上場の高砂熱学工
業と共同開発し、すでに11社が試験導入、実際の設備保全の現場にてテストや調
査を繰り返し、12月前半には製品として発表するなど、機械学習とIoTを活用して
具体的に市場の課題解決を実現している点を高く評価した。



徳島県 上勝町 彩（いろどり）葉っぱビジネス
昭和61年にスタートし、
現在は年商2.6億円。
平均年齢 約70歳 （最高齢は92歳)
約165軒の農家が参加し、
年収1,000万円を超える農家もいる。

商品は320種類あり
一年間を通して仕事を作ることにより
定住できる仕事を創出した。

赤もみじ 赤柿葉 桜の花 ささ

西蔭幸代さん(83)



テクノロジーを溶かせ！ 
（誰でも咀嚼できる状況をつくれ）







最も強い者が生き残るのではなく

最も賢い者が生き残るのでもない。

唯一生き残るのは

変化出来る者である。
（Charles Robert Darwin, 1809/2/12 – 1882/4/19）







ここからEBILABの話するけど�
学んでほしいのは“着眼点”





約150年間、伊勢という観光地の飲食店として 
時代と共に変化をしながら商売をしてきました。

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved



小さな改善から 
「時間」と「余裕」と「人」を捻出

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved
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時系列の増減

TIME SERIES

2012 2018

42名
（社員6名パート36

44名
（社員14名パート30名）

１億円
（経常利益200万円）

4.8億円
（経常利益2,000万

１業種
（飲食業）

4業種
（飲食/小売/卸売/IT）



大食堂

翌日に繰り越さない 
ロス出さない、早く出す

レストランオペレーションを 
最適化するためのテクノロジー

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved





！ ！
来客予測的中率

Ave:96%

© 2019 Ebiya Ltd. All rights reserved





＜重要＞常識を疑え。  
WEBデザイナーの常識に依存しない 
WEBがわからない 
TECHがわからない 
JK  おばあちゃんでもわかる世界を 
デザイナーと共に構築 
“わかりやすさ”こそ究極の差別化



来客予測ができれば何ができる？

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved



！ ！
時間別の予測

メニュー 
提供の最速化

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved



全メニュー１０分で提供が可能



！ ！
翌日予測

米の炊飯量が分かる

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved



！ ！
廃棄ロス

７2.８%削減

© 2018 Ebiya Ltd. All rights reserved



“取引業者さまの幸せ”

ロス分を価格に見込まない 
生産者の方からより良いものを適正価格で取引





＜重要＞機能を売るな！ 
課題解決した少し先の未来を想像させろ！  
顧客管理マスターがある？ 
見積？参照？管理画面？ 

ちゃうでしょ。 

どんな“課題”が解決されるのかの 
近い未来を説明すればいい







超低学歴チームが�
努⼒と⼯夫で�
DX �A Iで世界の事例最⾼峰に�

その背景に�
やせいのポケモンの“こせい”あり



愛弟子 @SABOYUTAKA



＜重要＞なかま（同僚や顧客）の名を上げろ！ 
ヒトは少なからず社会に認められたい 
適切な露出願望を叶えることで 
潜在的な欲求をすくいあげろ 
彼らが言語化してからでは遅い！ 
欲求は適切に育てればエネルギーになる 
コイキングだってギャラドスになれる！



＜チームづくり�仲間あつめ＞�
⾃分が何を提供できる⼈なのか�
なにをやっている存在なのかを�
完結に具体的に纏めしってもらう�
（⾔語化することで認知を⾼める）



パラレルキャリア各社で私がしていること

• 常盤木知見による組織全体の先端テクノロジー活用力｜提案力｜戦闘
力｜ブランド力の全体底上げ｜コーチング｜チームビルディング 

• 各組織｜Teamのイノベーションデザイン支援｜事業創出力の強化 

• 国内外トップベンダー＆人との”間違えない”アライアンス｜戦略支援 

• 主要ベンダー/技術の内情に精通しているが故の目利き力の提供





SAP$HANA$Innova,on$Day$Okinawa$

日本初のSAPクラウド勉強会コミュニティを主催 

SAP HANA Innovation Day Okinawa Vol1. 2015/3/23　Vol2. 2016/2/6 



SAP HANA Innovation Day Okinawa

沖縄のリゾートホテルで、DesignThinking × iPhoneアプリ企画開発

4 Days Hackathon for Influentioal iOS Developers OKINAWA



SAP HANA Innovation Day Okinawa

世界屈指のAI企業 NVIDIAを 
沖縄に再度拉T…もとい誘致し 

世界最先端のAI開発活用を沖縄のエンジニアにインプット

OKINAWA NVIDIA INNOVATION DAY



自主的に学ぶ意欲が高く  

T E C H N O L O G Y  C O M M U N I T Yを  
牽引する若者達を支援し向き合う  

その中でシンパシーを感じた方と  

一緒に “新しい ”チャレンジを創る



学びはすべて ”利益 ”なのだから  

それ以上のリターンを求めずに  

コミュニティに貢献できる人間に  
ならなきゃそりゃヒトは集まらんよ



＜重要＞ 時間配分 行動変容 
仲の良い友人との飲み いつメン飲み
を25%-50%減らし“新たな風 ヒト”
をそのコミュニティにもってくる振る
舞いをする 同じ店だけで食べず開拓
し続ける 違う道で帰る 行動習慣を定
期的に見直す
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ゑびや＆EBILAB�
チーム＆テレワーク�
伊勢�沖縄�横浜�シンガポール�
�新潟�名古屋�淡路島�東京
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IT＆企画事業/EBILAB

異業種＆エンジニア

サービス業/ゑびや

メーカー営業

WEB広告

弁護⼠

エンジニア

CTO�CSO

エンジニア

⾦融/M&A

主婦
データビジネス 通訳/翻訳

建築家 データサイエンティスト

⾃衛隊

調理⼈

店舗経営

店⻑

店舗デザイナー

卸売営業

販売スタッフホールスタッフ

元々のメンバー

データサイエンティスト
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IT＆企画事業/EBILAB異業種＆エンジニア

ゑびや＆EBILAB副業EBILAB

サービス業/ゑびや

メーカー営業

WEB広告

弁護⼠

TechLearCTO�CSO

エンジニア⾦融/M&A

主婦データビジネス

通訳/翻訳

建築家

データサイエンティスト⾃衛隊

調理⼈

店舗経営

店⻑ 店舗デザイナー

卸売営業

販売スタッフホールスタッフ

ホールスタッフ

現状のエビラボ＆ゑびやチーム

データサイエンティスト
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沖縄
東京/横浜

新潟/シンガポール

三重

メーカー営業
WEB広告

弁護⼠

TECH�LeadCTO�CSO

エンジニア
⾦融/M&A

主婦
データビジネス

通訳/翻訳

建築家

データサイエンティスト⾃衛隊

調理⼈

店舗経営

店⻑

店舗デザイナー

卸売営業

販売スタッフ

ホールスタッフ

三重移住組

現状のエビラボ＆ゑびやの居住地

データサイエンティスト
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常時接続のリモートワーク

地⽅から全国の仲間と仕事をする⽅法



クアンド 
チーム 

(北九州 福岡 沖縄）



confidential

Sales・ 梅田 絢子
福岡県北九州市出身 

ワークスアプリケーションズ 
ビズリーチ 

エンタープライズ向けSales・CS

Tech Lead 西 孝幸
沖縄県出身 

ネオシステム 
レキサス 

製造業向けシステム開発

事業戦略 常盤木 龍治
東京都出身 

東洋ビジネスエンジニアリング 
アステリア 
SAP 

プロダクトデザイン、事業戦略

PM 古後 良輔
福岡県福岡市出身 

日鉄ソリューションズ 
LINE Fukuoka 

製造業向け業務改善システム導入 
組織改革

マーケティング 古長 由里子
福岡県北九州市出身 

IBM 

デジタルイノベーション推進 
テクノロジー人材育成支援 
マーケティング/ビジネス開発

レガシーなリアル産業 × テクノロジーに強い精鋭揃い

Engineer 長井 孝幸
鹿児島県出身 

富士通 
メドメイン 

機械学習 
Web

CS 乾 茉実
福岡県出身 

リクルート 

SMBカスタマーサクセス

Engineer 田中 好
福岡県出身 

日立製作所 

社会インフラ系システム開発 
プロジェクトマネジメント

CEO 下岡純一郎
福岡出身 

P&G 
博報堂 





CEO下岡 CFO佐伯

開発CS/セールス

エンジニア ビジネス
田中

長井 Jack 西

常盤木

山部

安部

乾

田中

高野 梅田

新家

古後

金融  
D X

次の  
仕込み S Y N Q

バックオフィス  
広報

軍師



事業拡大期につき 
求む勇者！（CTO VPoE TechLead BisDev） 

QUANDO　エントランスブック 
https://quando-entrance-book.super.site/

https://quando-entrance-book.super.site/


チーム運営にセオリーなんてない 

EB ILAB＝壮大な社会実験 
会社ってよりは自己実現共同体 
（“ゆびをふる”を使うとかする） 

クアンド＝若者があえていかん製造業にガチでDX
で勝負しかける 
（サポートタイプのポケモンが多い） 

いずれも社会をWKTKさせる事と 
各位の自己実現にコミット



6 U P  S K E T C Hってご存知ですか？



6 u p  s k e t c h e sとは

顧客の問題を解決する代表的な体験を6コマ漫画に

サービス認知

課題解決後の姿

体験1 体験2

体験3 体験4

※掲載の6コマはサンプルです



事業責任者  
（とても良く書けることが多い）

エンジニア

顧客対応

デザイナー

プロダクトマネージャ

参加者全員で6コマ漫画を書くことで認識のギャップが浮き彫りになります



大苦戦中のエンジニア  
（思ったより苦戦します）



6 U P  S K E T C Hのワークショップとか  

やると新サービスうまれやすいし  

うまくいきそうかいかなそうか  

合意形成しやすい！  

しかも各位のスキルのギャップも  

結構見えてくるのでアサインミス激減♡  

（わざマシン的な側面もあり）



なんで技術を学ぶ皆さんに  

こんな話をしているのか？



知恵とビジョンと熱が 
チームで相互に交換されていき 
自走できるような 
“状況設計”をしないと 
熱と力がある人だけ頑張り 
まわりが冷めていって 
チームが死んでいく



先ずは⾃らを�
⾃⼰認知の範囲の外にある存在を�
ぞんざいに扱わない⼈間になると�
結果チーム全体に愛が広がりやすい�
みんな内⾯に闇をもっている



その仕事の進め方  コミュニケーション  
本当に相手の時間頂戴するのに  

相応なやり方ですか？  
国力が先細る日本で  

それを次の代にもさせたいですか？  
自分の代でできること  

まだまだ沢山ありませんか？



＜総論＞ポケモンマスターの心得  
1  各位のWKTK（ワクテカ）する分
野を活かせるリーダーになること 
2  会話してるとき老害にならない閃き
を尊重できる人間への行動変容 
3  違和感の言語化ができるチーム 
4  目標が組織と社会と自己につながる



違っていい　できなくていい
できるところで勝負すればいい
許容し育てる　これがポケモンマスター

パラレルキャリアエバンジェリスト 軍師　

常盤木 龍治（ときわぎ　りゅうじ）

Mail djdragonmaster@gmail.com
Twitter @ryuji_tokiwagi　　Facebook tokiwagi
”ときわぎ クラウド”で検索


