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会社紹介資料
(2021年2月1日時点) 株式会社PACkage

代表取締役　山口勇



はじめに個人の客様へ

平素より弊社をご利用頂きましてありがとうございます

各種配信機材、PC並びに周辺機器や家電製品の購入お問い合わせ

オーダーメイド配信システムやオーダーメイドPCのお問い合わせ

または上記の修理や故障によるサポート等の

お問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください

また、弊社商品の再販(転売)は基本的に禁止しております

再販のご相談なども弊社のお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ



PACkageの理念
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楽しいことをしよう

僕たちはPlayerだ。僕たちはAudienceだ。僕たちはCreatorだ。
僕たちと仕事をする人は皆仲間だ。
PACkageは全ての「P」「A」「C」に衝撃を与える企業だ。

PACkageの仲間は皆家族だ。
2018年2月6日、株式会社として設立



PACkageの夢
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最高のパーティーをつくる

世界で最も最高で楽しいと思えるパーティーをつくる

イベント、ゲーム、アニメ、音楽、何でもあり

近いのはDream Hack
https://www.youtube.com/watch?v=Fzr5SnmPqOM

いずれは自社開発のゲームタイトルでeスポーツ大会を行う

やりたいことは何でもやっていく

https://www.youtube.com/watch?v=Fzr5SnmPqOM


今年のスローガン
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エンターテインメント
パーティー・お祭りの開催
ゲームやeスポーツだけでは終わらない



SDGsへの取り組み
社会貢献/社会課題解決

10



eスポーツとSDGs
経済産業省、日本eスポーツ連合での

検討会における議論によると、 SDGs 
の目標 17 項目中 14 の項目が合致す

ると考えられる。

https://jesu.or.jp/discussion/

弊社では、ゲーム、 eスポーツを初めと

するエンターテインメントを通して、社会

をより楽しいものにしていきます。

https://jesu.or.jp/discussion/


弊社の取り組み事例(神戸市、NTT西日本、PACkage)

神戸市のリリース：https://www.city.kobe.lg.jp/a34508/802163568840.html

•離れて暮らす家族との面会機会の減少や、地域・コミュニティのイベントや集まり等などの中止により、高齢者の方の健康

低下や、地域の連携・つながりが希薄になっていくことが懸念されています。

•そこで、ＮＴＴ西日本のＩＣＴとPACkageが有するeスポーツのノウハウを活用し、高齢者同士あるいはその家族（孫など）が

eスポーツを一緒に体験することで、新たなコミュニケーション・エンターテイメントとして成立するのか、さらにはITリテラ

シーの向上と健康増進に寄与し、デジタルデバイドの解消やフレイル予防につながるものとしての可能性があるのかを検

証する実証事業を神戸市を合わせた三者で行います。

https://www.city.kobe.lg.jp/a34508/802163568840.html


株式会社PACkage 代表紹介

代表の山口 勇について

•大阪電気通信大学大学院博士課程前期(通学中)

•日本eスポーツ連合大阪支部 大阪府eスポーツ連合 理事

•超eスポーツ学校 フェロー

•世界大会常連チームの元選手(会社設立時に脱退)

•CEDEC(一般社団法人コンピュータエンターテイメント協会主催、日本国内最大ゲーム開発者向けカンファレンス )

をはじめ、学校、市区町村の行政や法人向けの講演を実施

講演記事 ファミ通 ：http://appvs.famitsu.com/20180822_10367/
Gamebiz ：http://gamebiz.jp/?p=219287
インタビュー記事 ：https://alienwarezone.jp/post/2222

http://appvs.famitsu.com/20180822_10367/
http://gamebiz.jp/?p=219287
https://alienwarezone.jp/post/2222


一般社団法人日本eスポーツ連合について

弊社代表山口が大阪の理事をしている一般社団法人日本  eスポーツ連合では
日本におけるｅスポーツの振興を通して国民の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指し、こ
れをもって経済社会の発展に寄与することを目的とし活動をしています。
ウェブサイト：https://jesu.or.jp/

会長(代表理事)：岡村秀樹
（株式会社セガグループ取締役会長、コンピュータエンターテインメント協会特別顧問）
副会長：浜村弘一
（株式会社KADOKAWA　デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー）

また、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟とも連携しおります。
最高顧問：二階俊博、特別顧問：漆原良夫、顧問：馳浩、遠藤利明、古川元久、下村博文、小野寺
五典、松野博一、細野豪志、会長：河村建夫、他多数所属
参考記事：https://appvs.famitsu.com/20180406_3727

https://jesu.or.jp/
https://appvs.famitsu.com/20180406_3727/


超eスポーツ学校について

弊社代表山口がフェローをしている超  eスポーツ学校では
⼀般社団法人超教育協会と一般社団法人日本  eスポーツ連合が共同で設置した、eスポーツを通じた
教育の機会を提供することを目的としたコミュニティ・連絡組織です。
ウェブサイト：https://jesu.or.jp/ieeducation/

主催： 一般社団法人超教育協会、一般社団法人日本  eスポーツ連合
協力： 一般社団法人CiP協議会、一般社団法人日本  eスポーツ連合地方支部
オブザーバー： 経済産業省、内閣府知的財産戦略推進事務局
ワーキンググループ：大分大学経済学部 経営システム学科、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研
究科、コードアカデミー高等学校、早稲田大学スポーツビジネス研究所、他多数

フェロー： 安生健一朗（インテル（株））、大友真吾（（株）CyberZ）、門澤清太（（株）フジテレビジョン）、
小林大祐（日本テレビ放送網（株））、高木智宏（西村あさひ法律事務所）、山地康之（（一社）コンピュー
タエンターテインメント協会）、他多数

https://jesu.or.jp/ieeducation/


プロeスポーツチーム

運営事業
アカデミックeスポーツチーム

運営事業
イベント

企画運営事業
その他
事業

プロeスポーツチーム
「PNG esports」の運営

アカデミックeスポーツチーム
「AORUS ワシノコ」の運営

eスポーツのイベントの企画か
ら実施・運営

PV、HP制作、ロゴデザイン
衣装製作等の事業
配信機材の代理店など

株式会社PACkage ご案内

株式会社PACkage

• 設立年：2018年2月
• 本社所在地：大阪府箕面市粟生間谷東２丁目２４ −５
• 従業員数(契約社員含む )：約30人



プロeスポーツチーム
「PNG esports」の紹介



PNG esports チームビジョン

1. 目指すべきプロチームは PNG esportsと言われるように。

実力はもちろん、態度、発言などにおいてプロ選手。

2. 大阪を始め、各地で esportsの発展と活性化に繋げる。

所属メンバー自らイベントに参加、イベントを開催する。

3. PACkage Inc.と共に成長し、失敗を恐れない。

常に全力を尽くし、考え、成長していくチームとなる。

競技活動 
「世界最強になること、日本発で世界の競技シーンで活躍」  
配信/イベントなど地域での活動  
「大阪を起点に関西、全国へとesportsの認知を広げること」   
を目標に掲げています。  



・チーム名 PNG esports

・運営会社 株式会社PACkage

・大阪本社 大阪府箕面市粟生間谷東２丁目２４−５

・代表者　 山口 勇

・チーム設立 2018年4月7日

・WEB　 https://pngesports.com/

・SNS　 https://twitter.com/PNGesports

・部門 フォートナイト、CoD、スマブラ、 ストリーマー

PNG esports チームプロフィール

https://pngesports.com/
https://twitter.com/PNGesports


PNG esports チーム実績

スマブラ部門

ウメブラ31 優勝
闘龍門× STUDIO #31 

3位
SUMABATO
#50 準優勝
#56 優勝　
#57 優勝
#59 優勝

EVO2019 ベスト50
2018年国内ベスト10

Call of Duty

CoD日本代表決定戦
第2回、第3回、第4回

予選大会グループ優勝
国内ベスト6

Japan National 
Qualifie
準優勝

ベスト４など

フォートナイト部門

トリオ大会
アジア
13位
16位

ストリーマー部門

イベント頻度月１
有馬温泉などイベント

実況、解説
RAGE地方大会実況等



PNG esports チーム実績の詳細(例)

大乱闘スマッシュブラザーズ部門
■名称　　EVO2019
■日程　　2019年8月2日から8月4日
■場所　　アメリカ、ロサンゼルス
■出場者数　3,492人
■出場選手　あとりえ選手 (初出場)
■結果 49位
■最大視聴者数　約24万人（メインの英語放送のみの数値）

■大会賞金　約3万4920ドル
■大会HP　http://evo.shoryuken.com/
■大会スポンサー

フォートナイト部門
■名称　　トリオキャッシュカップ
■日程　　2019年7月13日から7月14日
■場所　　インターネット上
■出場者数　推定不可 (決勝ラウンドは1000チーム)
■出場選手　ぴんきーぽんきー選手
■結果 決勝ラウンド13位
■最大視聴者数　非公開
■大会賞金　約1000万ドル
■大会HP　
https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/ja/
news/trios-cash-cup-and-prizing-updates

http://evo.shoryuken.com/
https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/ja/news/trios-cash-cup-and-prizing-updates
https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/ja/news/trios-cash-cup-and-prizing-updates


・月に1度以上のイベント開催

・様々なイベントへの出演（有馬温泉夏祭り、大学祭、その他一般イベント）

・設立1年のチーム、現在成長期（Twitterのフォロワーは前年比２００％）

PNG esportsの強み・特徴



アカデミックeスポーツチーム
「AORUS ワシノコ」の紹介



AORUS EAGLETS COMMUNITY 紹介

プロ入り後

有名チームへ移籍

スポンサーを付ける

関連職業へ

選手育成

参戦

プロリーグ
目指す

結果を残す

更なる参
加者

コミュニティ内

チーム設立

AORUS
EAGLETS

COMMUNITY

・部活、クラブ活動に近いコンセプト
・コミュニティ内でチームを作成し、プロリーグを目指す
・コミュニティのトップチームはワシノコ



AORUS ワシノコ チームビジョン

1. プロを目指すなら「AORUS EAGLETS COMMUNITY」に入るべきという存在

AORUS ワシノコはAORUS EAGLETS COMMUNITYのトップチーム

1. コミュニティに入れば育つ環境があり、

そこで努力すればプロ選手になれるという環境づくりを目指す

1. ワシノコ初めトップチームはプロと同格でなければならない。

トップチーム=プロ選手、コミュニティメンバーはトップチームを目指す



AORUS ワシノコの強みや特徴

・世界ブランド、GIGABYTEが冠スポンサーをしているチーム

・GIGABYTEサポートの元、PCショップで月１程度でイベントを開催

・競技タイトルのレインボーシックスシージは国内でも人気のゲームタイトル



イベント
企画・運営事業



オンライン・オフラインイベント実績(2018年2月～2021月2月1日)

主催(PAC杯ならびにPAC-CUP等)、(実質の受託も含む)
・オンライン大会66回

・オフライン大会45回

・主催イベント19回(LAN/GAME Partyやミートアップなど)

国際大会(PUBG日中戦や日中韓戦など)
・5回

完全受託運営イベント(一次請で運営したもの)
・35回

その他スタッフ協力、内部協力など

・オフライン大会6回(モバイルレジェンド日本代表決定戦等)
・オンライン大会7回(M1世界大会日本放送等)
・サービス開発、コンサル等7件

・協力イベント5回

イベント日数では200日越え

開催場所：大学、カフェ、温泉施設、PCショップ

　　　　　貸し会議室、複合商業施設　その他多数

開催地域：関西全域、東京、名古屋、広島、福岡　他多数

今までに取り扱ったゲーム機

・PC
・PS4、任天堂Switch
・スマートフォン

今までに取り扱ったゲームタイトル

・レインボーシックスシージ 
・ウイニングイレブン

・実況パワプロ野球

・ボンバーマン

・ストリートファイター

・ぷよぷよeスポーツ

・サムライスピリッツ

・キングオブファイターズ

・PUBG、PUBGMobile
・シャドウバース

・大乱闘スマッシュブラザーズ

・リーグオブレジェンド その他多数

音楽、コスプレイベントなどゲーム以外もやっております
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イベント事例（1/7）

ありま夏祭り　eスポーツ体験ブース

イベント名 ありま夏祭り 開催日 2019年8月4,5日

主催者 有馬温泉観光協会 開催場所 有馬温泉　太閤通

協賛

eスポーツブースへの協賛
• AOC Monitor.
• マイニングデータラボ
• Game Paradiso.(韓国法人)

イベント風景

イベント
概要

　ありま夏祭りは、毎年8月初旬に行われる夏祭りで、太閤通を歩行者天国に
して盛大に行われる。
　有馬の芸妓さんたちと一緒に盆踊りを踊ることが出来るので、毎年県外から
も観光客の人々が多く訪れる。
　日頃から有馬の小学生たちは芸妓さんに三味線を習っており、日頃の稽古
の成果をこのお祭りで披露。
　各旅館や店舗、近隣のPTAなどが出店する露店もあり、大人から子供まで存
分に有馬温泉を堪能することができるお祭り。

イベント目標
eスポーツブースの目標
• eスポーツの認知、普及活動

出所：TOKYO eスポーツフェスタ公式サイト(https://esportsfesta.tokyo/)等を参考に作成

https://esportsfesta.tokyo/


30

イベント事例（2/7）

ボートレース尼崎　eスポーツ体験ブース

イベント名 ボートレース尼崎　eスポーツ体験ブース 開催日 2020年1月12日

主催者 尼崎市 開催場所 ボートレース尼崎

協賛

協力
トレスコルヴォス有馬・PNG esports
後援

兵庫県 スポーツ連合

イベント風景

イベント
概要

　 話題のeスポーツが尼崎ボートレース場で体験できるブースを出展。単なる
ゲームの体験ではなく、地元のゲーミングチームに所属するプロプレイヤーを
招待、その妙技に挑戦することが出来るイベント。
　 体験できるゲームはぷよぷよeスポーツ、サムライスピリッツ、キングオブファ
イターの3種類。実際にゲームをプレイしながら攻略のコツやプロゲーマーとは
どんな職業なのか？気になる質問が出来るのは貴重な機会を提供する。

イベント目標
eスポーツブースの目標
• eスポーツの認知、普及活動
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イベント事例（3/7）

ES地方大会 in 兵庫

大会名 ES地方大会 in 兵庫 開催日 2019年10月20日

主催者 株式会社PACkage 開催場所 ヒューマンアカデミー神戸校

協賛 • ヒューマンアカデミー神戸校

イベント風景

イベント
概要

　RAGEの地方大会とも位置づけられるシャドウバースの地方大会。会場の最
大キャパシティである64人が満席になり、開催。参加費は1000円、事前受付、
抽選制度となっており、倍率はおよそ7倍。
　本イベントの優勝者はRAGE本戦の2日目にシード権が付与され、株式会社
Cygames様より交通費、宿泊費等が支給される。

イベント目標 • RAGEのシャドウバース地方予選大会の１つとして、優勝者を選出。

出所：TOKYO eスポーツフェスタ公式サイト(https://esportsfesta.tokyo/)等を参考に作成

https://esportsfesta.tokyo/
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イベント事例（4/7）

PAC CUP2018

大会名 PAC CUP2018 開催日 2018年8月18日(決勝)

主催者 株式会社PACkage 開催場所 OCA専門学校（大阪）

協賛
協力
許諾

• 株式会社DELL
• ベンキュージャパン株式会社
• 株式会社NIDEK
• 株式会社エアーリノベーション
• Nota Inc.
• 株式会社ビジョナップ
• 滋慶学園（OCA専門学校）
• Twitch
• モンスターエナジー
• 株式会社アクティブゲーミングメディア

イベント風景

イベント
概要

　予選大会は250チーム、約2000名が参加したゲーム大会。決勝戦はOCA専
門学校で開催され、チケット2000円、100名定員を超える130名以上が会場に
詰めかけた。また、本大会では日本代表チームや地元で活動しているゲーム
チームなどが決勝に残り、多数の応援団が駆けつけた。
　累計視聴者数は116,286人となり、国内外から見られたイベント。

イベント目標 • プロ/アマ混合で日本１を決めるゲーム大会
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イベント事例（5/7）

スパワールド夏まつり

大会名 スパワールド夏まつり 開催日 2019年8月10-15日

主催者 株式会社PACkage 開催場所 スパワールド世界の大温泉

協賛
協力
許諾

• 株式会社阪神住建
• 株式会社エアーリノベーション
• MicroStar International(MSI)
• 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
• 株式会社セガゲームス
• 株式会社SNK
• 株式会社GIGABYTE
その他、株式会社Cygamesのイベントサポートプログラム採用

イベント風景

イベント
概要

　PAC CUP2019の開催場所（来場者1200名超え）でもあったスパワールド世
界の大温泉で行ったゲーム大会と体験コーナーの催し。6日間での来場者累
計は1800名を超えた。満足度も高く、ファミリー客や高校生たちが多く見られ
た。

イベント目標
• スパワールド世界の大温泉にてゲームを遊べる環境を提供し、お客満足度

を上げる
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イベント事例（6/7）

ブランチ大津京 eスポーツフェスティバル

大会名 ブランチ大津京 eスポーツフェスティバル 開催日 2020年10月11日

主催者 大津市、大和リース、PACkage 開催場所 ブランチ大津京

協賛
協力
許諾

協賛
・ギガバイト
・桑野造船株式会社
・株式会社成基
・株式会社山﨑砂利商店
・ソフトバンク
・KONAMI
・GREE
その他

イベント風景

イベント
概要

eスポーツイベントを中心に、プログラミング教室や地元のマリンスポーツを取り
入れたブースを開催した地域イベント。地元のラグビー日本代表選手や市長も
かけつけ、地元の屋台なども並んだ。
■総来場者数
12000人（推定）
コンテンツ体験者数1141名

イベント目標
大津市としてeスポーツイベントを開催し、地元でのゲームやデジタルツールへ
の理解を深め、イベントによる地域振興を図る。



35

イベント事例（7/7）

PAC LAN (グランフロント最上階にて開催)

大会名 PAC LAN 開催日 2019年3月30日、他

主催者 株式会社PACkage、ヤフー大阪ゲーム交流会 開催場所 グランフロント大阪タワーA37階

協賛
協力
許諾

協賛
・大阪電気通信大学
・サードウェーブ
・AOC
・elgato
その他

イベント風景

イベント
概要

150人程度が参加するゲームの交流会、みんなで持ち込んだPCを見せあった
り、ゲームを一緒にやったり、大会をしたりする。朝から夜まで開催し、昼間は
もちろん、大阪を一望できる最高の夜景を楽しむことができるイベントとなって
いる。
イベント記事
https://fpsjp.net/archives/328457

イベント目標 大阪でもLANパーティー文化を作り、ゲーマーたちの交流の場を作る

https://fpsjp.net/archives/328457


【大会名称】レインボーシックスシージ大学対抗戦
　　　　　　　　　  powered by AORUS・NVIDIA
【タイトル】  Rainbow Six Siege（レインボーシックスシージ）
【対戦形式】5名1チーム
　　　　　　　　　※但し、 3名以上が同じ大学に所属すること
【目　　的】 大学におけるeスポーツシーンの活性化
　　　　　　　　　及び文化としての定着化

【名　　義】 主催：全日本大学eスポーツ対抗戦実行委員会
　　　　(株式会社毎日新聞社、株式会社 PACkage)

協賛：日本ギガバイト株式会社、 NVIDIA
協力：大学合同FPSサーバー
ミュージックパートナー：ポニーキャニオン
大会公式アンセム： BAND-MAID
「Without Holding Back」
後援：神戸市　メディアパートナー：イマジカデジタルエスケープ

　　　　　　　※予選、決勝戦とも Twitch、YouTube、Twitter にて配信

【決勝会場】1stシーズン：esports stage EVOLVE 六甲道店（タツミコーポレーション）
2ndシーズン：eスポーツアリーナ三宮（上新電機）

大学生向け大会　(大会HP：https://r6s.juec.jp/ )
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https://r6s.juec.jp/


【大会名称】高校生練習試合（高校生大会）

【タイトル】  ゲームタイトルは毎月検討
【対戦形式】月1回オンライン開催（全国大会）

月1回オフライン開催（関西地域）
　　　　　　　　　
【目　　的】 高校におけるeスポーツシーンの活性化
　　　　　　　　　及び文化としての定着化

【名　　義】 主催：全日本高校eスポーツ対抗戦実行委員会
(株式会社毎日新聞社、株式会社 PACkage)

協賛：ガレリア

高校生向け大会　
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【Step1】
トライアル

【Step2】
eスポーツ地域大会の設置

【Step3】
地域理解の創出

取組時期 2020年11月中旬〜 2021年4月～2022年3月 2021年6月～

目標
✔ 2020年11月に、eスポーツ

トライアル会の実施

✔ 毎月eスポーツ練習試合を実施する
✔ 毎月オンラインとオフラインの合計 2

回の実施を行う

✔ 2021年6月以降、練習試合に合わせ
て定期的に保護者や学校向けの勉
強会を実施

実施内容

✔ 企画骨子作成
✔ 初期ステークホルダー巻き込み
✔ イベントスポンサー集め
✔ 広報活動の実施
✔ 2020年11月に、eスポーツイベントの

実施
✔ eスポーツゲームのタイトルは、 CoD

モバイル（まずは人気ゲームで参加
しやすい雰囲気を得る）

✔ 企画のブラッシュアップ
✔ ステークホルダー拡大
✔ イベントスポンサー拡大
✔ 広報活動の強化
✔ 2021年4月以降にeスポーツイベント

の実施
✔ PCゲームタイトルを中心にモバイル

タイトルも絡める

✔ 企画のブラッシュアップ
✔ ステークホルダー拡大
✔ イベントスポンサー拡大
✔ 広報活動の強化
✔ 2020年4月以降から年度に 6回程度

のeスポーツ説明会の開催
✔ 高校生だけではなく、学校や親に理

解していただくための eスポーツの座
談会や講演会を実施

2021年11月にトライアルを実施し、 2021年1月に地元高校参加型の eスポーツ練習試合の設置、
その後eスポーツ地域リーグの定期的な実施を目指します
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その他の事業



その他事業の紹介
ゲーム会社

(ミルクチョコオンライン)
のIP契約、展開

✔ 韓国法人のGameParadisoと
契約、ミルクチョコオンラインを
日本展開

✔ リーグ/大会運営やグッズ展開
など

ロゴ、PV,HP制作
アパレルデザイン、制作

✔ XX

ブラックマジックデザイン
ローランド等の配信機材、その他
家電やPC等、光回線の代理店

✔ XX

株式会社エアーリノベーション
との提携

✔ PV制作、Webデザイン、制作、
運用管理

✔ その他ロゴ制作など各種クリエ
イティブ業務

✔ フランスのACEesportsと提携
✔ アパレルを始めとするグッズな

どのデザインから制作まで

✔ 総合映像機器メーカー等の代
理店として、機材の販売から導
入、保守管理が可能

✔ 様々な配信、中継のオペレー
ション業務の対応が可能

✔ PCや家電、ドローンや光回線
まで販売可能

✔ 本社を同じ場に置く株式会社
エアーリノベーションとの提携
により施工が可能

✔ 既存施設の解体、専門施設の
建設、リノベーションなど可

HP：https://www.air-reno.com/

SNS運用

✔ Twitterの運用代理
✔ Twitterの分析レポートの提出

その他コンサルティング等

✔ 各種メーカーのサポート
✔ 学校とのイベント活動
✔ 教育機関との共同研究

https://www.air-reno.com/


オンライン配信業務

例１

クライアント：

大阪大学さま、毎日新聞社さま

弊社業務：

zoomを使ったオンラインシンポジウムの

企画設計、運営ならびオンライン配信

例２

クライアント：

各競艇場さま、サンケイスポーツさま

弊社業務：

YouTubeを使った競艇番組の

企画設計並びにオンライン配信



インフルエンサー事業



3 
 

開催概要 

イベント名   GAME GIRL CONTEST2020  

開催日時  2020年8月29日(土)〜11月30日(月) 

内容  生配信・SNSコンテスト 

対象  全国16〜29歳までの女性 

参加人数  316名エントリー 

主催  株式会社NextProduce・株式会社PACkage 

企画・運営 
GAME GIRL CONTEST  

実行委員会 



#GAMEGIRL2020


