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Nagami, M(xross)

差出人: Nagami, M(xross)
送信日時: 2020年11⽉21⽇⼟曜⽇ 22:18
件名: FW: ”むにのわ”アプリ及び中国DICの業務委託に関する件̲ユニ・チャーム㈱代理⼈ [柳⽥国際法律事務

所]
添付ファイル: DICご請求内容̲A.pdf; BCマイツールご請求内容̲A.pdf

件名: Re: ”むにのわ”アプリ及び中国DICの業務委託に関する件_ユニ・チャーム㈱代理人 [柳田国際法

律事務所] 
 

⾼原社⻑ 関係者さま 

  
お世話になっております。 

  
弁護士事務所さまから配達証明を含めて確認がきていますが、 

事実認識として、齟齬が起きないように、すべてこの場で申し上げ 

その上で世間に問う形でオープンに進めさせていただきたく思います。 

  
私は、以前、他社から今回、貴社から受けた下請けいじめとも取れる行為のような事があり、 

パワハラなど受け、一度会社を倒産させられた事があります。 

  
前回の苦い経験を経て、同じような状況になり倒産、、、とならないためにも、 

事実・経緯を残し、私に何かあった場合、管財人・世間に説明できるようにと準備しておりました。 

今時点、貴社のように困って、弁護代理人を立てる必要がないので、直接ご説明させていただきます。 

  
配達証明で連絡がございました私どもからの名誉毀損ということですが、 

この際ですので、関係者との過去のLINEのやりとり、メール、 

過去の仕事の契約内容、工程、追加内容、それにかかる経費請求（未収金）等を再度確認し、 

明らかにさせていただきたく思います。 

  
  
  
まずはじめに、台代常務（現中国社⻑）は以前より、 

  
●⾼原社⻑・社内の状況にかなり不満を感じており、辞めた場合、次の良い会社はないか 

●今のAlibabaや外部との関係づくりは自身が作り上げたものであり、自己を⾼く評価する会社は多々あ
る 

●社⻑の記事⼀つ⼀つを⾒る事も⾯倒だ、社⻑自身がやるべきだ 

●自分がCOOになれるよう、⾼原社⻑が細かくチェックするものではなく、 

早く退いて会⻑になった⽅が丸く治まる 
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 ＊貴社の誰もがそう思っている、今の取締役が引退する時期がさらに良くなるとも 

  
等、小職に言っておりました。 

「このような毎日では、ストレスが溜まるから、ストレス発散に後腐れのない付き合いができる女性を紹
介してくれないか」 

と依頼があり、看護学生の女性、CA、OLと何人かの女性を紹介しました。 

その中で看護学生の方と肉体も含めてそれなりの関係を持たれたようですが、 

「素敵な女性にしてあげる」と甘いセリフでだまし、結局は体目的だったと本人と友人からクレームが来
て 

小職から申し訳ないと謝罪し、ことを荒立てないようにしてほしいと依頼し、事を納めました。 

  
その後も弊社に現在所属している女性にも、紹介の席の食事の後、帰り際にキスをしたとか 

問題になりそうな事があり、その女性に頭を下げ、「穏便に」ということで納めています。  

  
  
2019年5月、台代常務のストレスがピークに達した頃、 

貴社内上は、小田原研修所合宿となっていますが 

実際には、湯河原の⾼級旅館合宿で 

（https://okuyugawara.jp/shiyo/index.html 請求しておりませんが 

約100万円かかっております。必要であれば領収書をお送りします。） 

業務一貫中、台代常務はお手配させていただいた女性と関係を結んでおります（女性から連絡あり） 

佐藤さまは、自らお連れになった飲食店の女性と⾼級旅館のお部屋にお泊まりになっております。 
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コンプライアンスを大事にする現在の世の中で 

東証⼀部上場会社の上の立場の⽅々が、下請けの会社（小職）にこのような場所、 

女性の⽅々、それにかかる費用を依頼することは、貴社では許される範疇なのか、、、 

小職ごときが言うことではないのかもしれませんが、 

コンプライアンスに関わる名誉毀損の配達照明が来ておりますので、 

依頼された事実、次の仕事をエサにし、業務上起きていた事実を申し上げている次第です。 

最後でもないかと思い、二度と私のような想いをする⽅がでないよう、事実を申し上げております。 

  
  
  
1.ワンドット社の出資における貴社の対応およびその影響（事実のご説明） 

●6月に台代常務にユニ・チャームさまとの関係が崩れており、 

昨年来からのDICの未払い、今年1月のBCマイツールの未払いなども背景にあり 

資金面でも厳しい旨をご連絡 

 ●鳥巣さまから、株主との契約上、15日に履行しないとブレイクするというご連絡もあるが 

弊社は、それでも難しい旨を申し上げる 

●台代常務に、xrossの資金が枯渇するため、仕事がないと本当に潰れますと再度申し上げ、 

仕事をいただけるという前提で、自己資産のバタいて売却と担保借入を行い、5000万円を送金 

＊ヘルスケア案件など 

●ただ、貴社の弱者いじめのようなことが続き、 

結局、それ以降、仕事はなく、資金的に耐えられなくなる原因の⼀つになる 

 ●この資金があれば、ブレイブソフト社、インフォバーン社などのBCマイツールへの支払いも 

問題なくできたが、ユニ・チャームさま、関連子会社の対応を最優先とした 

＊結果、8月に齟齬を起こすような事態にもなっている 

 ●結局、ユニ・チャームさまにお願いし、引き取っていただき、その資金で未払いの一部対応 

  

  
2.お問い合わせの件（⾼原社⻑へ謝罪しており、その前提で貴社がヘルスケア案件を発注） 

●昨年来からのDICの未払い、今年1月のBCマイツールの未払い、 

さらに消費者インサイトの追加対応、ワンドット社へのなどが嵩み 

その6月以降、7月と何も仕事はなく、貴社要因で資金が枯渇状態に陥る 

●BCマイツールの最終金など少しでもいただく必要があり、 
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ブレイブソフトさまに迫られている状況となり、 

お問い合わせの件ですが、齟齬が起きるようなことをしてしまった。 

＊ブレイブソフトさま、i3デザインさま、インフォバーンさま、 

ご迷惑をおかけしましたこと、この場でお詫び申し上げます。 

●本件、すでに、貴社が各社さまと確認していることであり、 

9月に本件に関して⾼原社⻑へ謝罪しており、その理由を述べ、 

⾼原社⻑、台代常務、⽊村常務、佐藤さまが 

小職・弊社がいなくなった場合の影響を踏まえ、不問とし、 

今後、仕事を依頼するということで、ヘルスケア領域の仕事を依頼となった 

 ●ただ、台代常務を含め、弊社に仕事を任せようという気もなく、 

以前のことは、⾒解の違いということで済ませるなど 

下請けいじめ、弱者いじめをしている状況のため、 

10月末に⾼原社⻑に訴えるとともに、今までの未払いを含め、整理・精算を依頼 

  
  
3.ヘルスケア案件で貴社が認めたことの証左（蓋を閉め、黙らせたかっただけ？） 

●ヘルスケア案件は、9月時点で契約しない場合、先行作業した作業工数の支払いを依頼したが 

 弁護士事務所を通じて、支払い義務がないなどを通知 

 ＊現場担当者が判断したと思われるが、ここに問題があると考える 

●契約前提で3・4月より先行作業を着手しており、 

相当の工数をかけていた状況（3,240万円）にあり、それを無視した状況にあった 

●契約開始時点で、先行作業で工数を使ったことを認めて 

 残りの残額でやることを受け入れている（支払い義務がある） 

 ＊問題があるなら、契約解除してまで争っていたはずであり 

●他の案件もそうであるが、結局、弊社が作業をしていたことを認識しているにも関わらず 

 法務や⾼原社⻑から責められる、評価が下がることを恐れ、 

 ⾒解の違いなどと言い、無きものにしていた状況 

●役員は、その状況を理解しようとせず、同様に知らないなどと逃げている状況にあった 

 ＊逆に結果的に外部に対するコンプライアンス上の問題を引き起こしている 

  
  
  
4.貴社へのご請求（整理、精算） 

●そもそも、弊社が8月に窮して、死ぬ気でやらざるを得なかったかの反省と整理した結果、 

下記の状況にあると9月に役員全員に対してメールにて連絡 

  
１）台代常務、⽊村常務と佐藤さまの間の認識が⼀致していなかった 

    ●実際には、佐藤さまに任せっきりであり、管理ができてない。 

●佐藤さまは、成果を上げるということで、 

短納期での作業依頼やスコープを拡大させ作業をどんどん振ってくるなど 

     外注を含めて、労務的な問題をも引き起こさせている。 
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     ＊その費⽤を⾼原社⻑への報告で説明し、確保予定であった 

また、常にリソースを多く構えざるを得ない状況であった。 

   

２）DICは、仕様確定後に、現場が使わなくなるということで、追加仕様対応を依頼 

    ●当初、弊社メンバーは、中国現地メンバーと話して進めるべき と提案したにも関わらず 

     中国現地を巻き込まず、佐藤さまらで進めるということで 進めた結果、現場と合意できず 

    ●今後もこの案件に関わるという前提に基づき、追加対応させようとしているが、 

     貴社要因であり、弊社が無償でやる事由はない 

    ●また、現地担当ができないことまでカバーさせているため、結果的に費用増加を招き 

     弊社の資金繰りが悪化 

    ●さらに、弊社担当、お前ら無償って言っただろ と議事録に書かせようと圧をかけるなど 

優越的地位の濫用などしている状況にある 

  
  ３）むにのわアプリは、都合が良いように弊社に多大な負荷を掛けさせ、さらに未払いが発生 

●貴社は、昨年6月に弊社を切るということで動き、 

7月以降、貴社の契約途中解約が想定される中、フォローしないことを考えていたが、 

    ●役員・責任者の意向もあり、⾼原社⻑へ1stローンチを報告するため、作業の延⻑支援を行な
った 

（貴社のブランド担当者の要因で仕様対応が増加した結果、延びている） 

●昨年9月に弊社に再度、依頼してきていた時、もう断る考えでいたが、 

役員・責任者の言葉を信じ、2ndローンチを受託することとし、企画構想の作業を始める 

＊役員・関係者が⾼原社⻑への説明のため 

●本年1月に木村常務、井口さま、佐藤さま、岡本さまと打ち合わせした際に 

7月から1月（7ヶ月の間）までにかかった費⽤の請求（約9000万円）をご依頼 

    ●再開に際して、⾼原社⻑に説明していなかったなどから、支払えないということで 

     ⽊村常務、佐藤さまが貴社の内部統制の問題を引き起こしてまで 

別案件（調査案件）で4000万円だけを発注 

＊弊社にも、内部統制上の問題に関わらせ、上場会社であるにも関わらず、 

女性問題や発注問題などでコンプライアンス上の問題を引き起こし 

経理財務上の勘定科目でも影響が出る行為を容認している 

    ●結局、約5000万円は未払いとなり、今後の5月に⾼原社⻑に説明する、7月以降で対応するな
ど 

     言い含めて、結局対応しない（何もなかったかのようにしている） 

     ＊8月時点で資金が枯渇などの原因となっている 

  
４）DICのDMP領域の途中解約、未払いの発生 

●昨年10月、現地と話ができないなど貴社要因であった 

 ＊進め方の問題は申し上げたが、ユニ・チャーム側の意向で現地と話ししないで進めると決定 

●本領域は、すでに作業を着手しており、その費用が発生しているにも関わらず 

契約外へと押しやられ、来年にやるからなどと言い含めて、結局実施せず 

●その予算でPet事業などの取り組みの準備もしていたが、結局、放置 
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●途中での中止のため、作業が中途半端にさせられている 

＊台代常務は、成果物確認したいということだが、そもそも貴社要因で作業と中途半端にしてお
いて 

 工数だけが浪費した状況にある 

    

５）2月以降のむにのわアプリの追加作業、スコープ拡大、短納期・深夜におよぶ作業 

  ●上記の３）の未回収が発生 

●当初1月時点で提案した体制が取れない 

（インフォバーンさまに見積もりをお願いしたが費⽤が合わない、i３デザインさまから断れ
る） 

●自社対応で進めざるを得ない中 

開発費でコンサルティング費用を賄うということがNGのため、弊社資金が危険な状況 

●2月以降の追加作業、スコープ拡大などが発生し、費用が増大 

●役員、担当責任者から、5月の⾼原社⻑へ説明、7月以降で回収ということであったが、 

 どれも対応せず 

●ユニ・チャームさまの法務のやり方など考えるに、返金などさせるなどの可能性が⾼く 

8月時点でブレイブソフトさまなどに費⽤を支払うなどが必要だったため、 

齟齬が起きるやむなし対応 

  
  ６）人材派遣会社イントループ社との問題（4月） 

    ●そもそも、上記の２）から５）の貴社要因により資金繰りが悪化し、発生 

    ●担当者と確認した結果、BCマイツールの要因などと説明すると、 

プロジェクトが止まるため、新規事業などと説明 

     ＊貴社のむにのわあぷりを進めるため、リスクを負って説明 

     ＊イントループ社にBCマイツール、DICの担当かどうか 

ご確認いただいて結構です。（ほとんどすべて貴社案件です） 

  
  

上記の貴社要因の因果関係があり、 

貴社の下請けを蔑ろにする行為により、弊社が追い詰められている状況にあり、 

作業実績・事実に基づき、未払い・追加作業について、受託サービスとしてご請求 

＊値引き等をする理由がなく、案件すべて精査し、その支払いをお願いするということで先日ご提出 

（9月下旬に取りまとめ） 

また、今時点、DICの引き継ぎ、クローリングリスクの対応は、 

弊社として対応を予定しておりませんので、そのご確認をお願いします。 

  
下記のお支払いの対応をお願い申し上げます。 

  
1.昨年10月時点での貴社要因のDIC 1.6億円のシステム開発（DMP領域）のお支払い 

 ●内示・発注しており、リソースを確保して作業を進めている部分のお支払い 

  ＊作業中断により成果物が曖昧になっているのは貴社要因 
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2.むにのわのフォロー、コンサルティングの未払い部分のお支払い（昨年7月から1月まで） 

●内部統制上、問題がある行為をやめていただますようお願い申し上げます 

 上場会社としてあり得ません。 

●調査案件4000万円で成果物作成作業が発生しており、その分は、未払いとさせていただきます 

  
3.DICのシステムの追加対応 

 ●貴社担当者が、弊社担当に圧をかけるような真似はやめていただきたい 

 ●貴社担当者の方は、勘違いしており、無償といった部分の認識もずれております 

 ●また、追加対応自体は、貴社要因であり、弊社要因ではございません 

 ●先々週のご請求が入金なき場合、来週早々にシステムが止まる可能性があり 

それは、貴社要因ですのでご了承いただきます 

   

4.各案件の追加対応のお支払い 

●むにのわアプリは、5月の⾼原社⻑への追加費用を承認、7月以降に回収を含めて対応していない 

 さらに追加工数の発生により資金繰り悪化により、8月の開発費の齟齬問題となったため、 

 追加対応部分のお支払いと合わせて確認させていただきます 

 ●DICは、弊社・外注共に運営部分で工数・費用が増加しており、 

この部分もご確認させていただきたく思います。 

  
  
  
ご請求関係は、PDFで添付いたします。 

●時系列にご説明 

 ＊ご請求は、別途お送りしております。 

  
女性や下請けいじめ、弱者いじめなど、コンプライアンス上の問題も多々起こしている状況でありますが 

弁護士を通じた対応なども含め、貴社は、他にもやられている、やり慣れている感じがいたします。 

弊社は、世間・周りに問う、さまざまなことが明らかになっても問題ございません。 

このようなコンプライアンス問題を議論して進めていくならやむなしだと考えております。 

  
  
永海 

  
  
  
  
送信元: "Nagami, M(xross)" <m.nagami@xross-value.com> 
日付: 2020年11月15日 日曜日 22:53件名: FW: ”むにのわ”アプリ及び中国DICの業務委託に関する件_
ユニ・チャーム㈱代理人 [柳田国際法律事務所] 
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台代常務 木村常務 

CC：⾼原社⻑ 

  
お世話になっております。 

  
本件、合意取り決めをしてございませんが、 

貴社としては、昨年からの件、都合が悪いことばかりが多いため、 

真摯にお話し合いするというより、いつもの通り、黙らせたいということかと思います。 

  
よほど困ることが多いのか、小職にはよくわかりません。 

経営コンサルティングもやっており、法務も詳しい立場からすると 

弁護士にお願いすれば、解決するものではないと思います。 

  
永海 

  
送信元: Yusuke Sasaki <yusuke.sasaki@yp-law.jp> 
日付: 2020年11月15日 日曜日 18:50 
宛先: "Nagami, M(xross)" <m.nagami@xross-value.com> 
Cc: "Yoshikawa, Kazuhiko (xross)" <kazuhiko.yoshikawa@xross-value.com>, Kazuhiro Yanagida 
<kazuhiro.yanagida@yp-law.jp>, Yusuke Kawashima <yusuke.kawashima@yp-law.jp>, Takuto Seki 
<takuto.seki@yp-law.jp> 
件名: ”むにのわ”アプリ及び中国DICの業務委託に関する件_ユニ・チャーム㈱代理人 [柳田国際法律事

務所] 
  
株式会社xross 
代表取締役 永海 聖公葵 殿 
  
株式会社n&concept 
代表取締役 永海 聖公葵 殿 
  
当職らは、ユニ・チャーム株式会社の代理人として、貴社らに対し、添付のとおり通知致します。 
（添付の原本は、別途貴社らに郵送させて頂きました）。 
  
添付にも記載しておりますが、ユニ・チャーム株式会社と貴社らとの間の全ての取引に関する一切について当職らが

代理しておりますので、今後のご連絡は、全て当職ら宛の連絡とし、当社及び当社役職員に対するご連絡はお控え下

さるよう要請致します。 
  
ユニ・チャーム株式会社 代理人 
弁護士 柳田 一宏 
同   川島 佑介 
同   佐々木裕助 
同   関  卓人 
  
///// 柳田国際法律事務所 ///// 
東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 
有楽町電気ビル北館1310区 （〒100-0006） 
Tel: 03-3213-0034  Fax: 03-3214-5234 
E-mail: yanagida-partners@yp-law.jp 
URL: http://yp-law.jp 
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///  本メールは、添付ファイルを含め名宛人による受領・使用のみを予定した 
ものであり、法的に保護される非公開情報を含むものです。本メールを名宛人 
以外の方が受け取られた場合、複製、利用、配布、印刷その他第三者に開 
示せずに直ちに破棄をされた上、当事務所までご連絡下さい。  /// 
  
  


