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人とITで、ミライを変える
Change the future with people and IT

私たちはまだ5年目の若い会社です。
当初は4名のメンバーで始めた人材会社でしたが、
今は全国2,000名以上のパートナースタッフと一緒に
世の中に眠っている情報を経済に、社会に貢献できる
新しいカタチのIT事業に発展させることができました。

今まで見えなかった情報が変えるビジネス。
今までなかった人の力が変えるミライ。

働きたくても働けなかった人たちが、
インターネットでも探せなかったリアルな情報で
世界を変えていくビジネスに繋げていきます。
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「つなぎツクル」を喜びへへ

人 と企業を繋ぎ、信頼を創造し、双方の成長を高める

企業 と企業を繋ぎ、価値を創造し、事業の飛躍を高める

地域 と地域を繋ぎ、意識を創造し、社会の活性を高める

私
た
ち
が
考
え
る
こ
と
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マーケットの９割を網羅する求人企業情報のデータベース。探索活動やマーケテ
ィング活動の時間を大幅に削減。主要媒体求人とオフラインでの街中の求人貼紙
情報を網羅。「今」を追い続ける営業支援ツール。

サービスラインナップ
Service Line UP

macci Town
B to C向けサービス

B to B向けサービス
macci Leadle

エリアリサーチ（地域調査）

ポイントリサーチ（定点調査）

フィールドワーク（作業代行）

macci Leadle（求人特化オフィスリードマーケティング）

全国全ての道を網羅して様々な街中の情報をリアルタイムにアップデータ。WEB
システム、スマホアプリを通じてアクセスし、自社の情報と併せて一元管理をす
ることが可能です。

企業が抱える非効率な各種フィールドワーク業務を請負。定期的な巡回業務、チ
ェック、清掃業や自社で人員を確保する手間や管理もなくアウトソーシングが可
能

ご指定のピンポイントの動向調査、一定の期間ごとに同じ場所をルート調査する
ことで、事象の経過や動向、変化を分析することができます。
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副業
34%

主婦
32%

シニア
26%

学生
8%

対象地域
人員総数
〈内訳〉

稼働期間

全国
2,000名以上
エリア 800名
ポイント 500名
待機 700名
1ヶ月~1年

事業概要 Business summary

各地域に待機している弊社のパートナースタッフが、ご指定
の対象地域の全ての道を廻って、リアルタイムに街の情報の
収集を行います
インターネットで探せないような情報でも、視認できるもの
であれば全て対応可能です

弊社オリジナルアプリケーションで集めらたデータはリアル
タイムで送信され、IT&ヒューマンチェックによって日々
システムに反映されていきます
現地写真から視認で収集できる情報まで幅広くデータ化
されていきます

収集された情報は、弊社システム【WEB・アプリ】で視覚的に
も、テキストでもご覧頂くことができます
CSV出力も可能です
このデータベースがビジネスのマーケティングに、セールスツ
ールに、そして地域の防災、防犯、地域活性化にも繋ります

パートナースタッフ Registration data

※2020年6月現在データ

事業フロー Business flow

Research（情報）

Database（リスト）

marketing（活用）
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情報イメージ Image of Data

建設（大型）戸建建築中空地・更地 オフィス空き家 空きテナント

休業開店

陳列

ルートmap自動販売機月極駐車場 コインP 360°撮影

耕作放棄地掲示板 喫煙 AED 交通看板

タイムラプス 防犯広告求人 観光

【収集 情報】最大４種類までの情報を同時収集可能
【撮影 写真】2枚~4枚 周辺環境や看板など撮影し日時も記載
【地 域】弊社対応地域であれば、自由選定可能
【住 所】95%以上の精度でマッピングされており番地・号まで記載
【期 間】単発のスポットから長期の契約まで、企業ニーズに合わせた対応が可能
【サポ ート】弊社スタッフが定期的に訪問させていただきシステム利用をサポート
【詳細 情報】現地看板等に記載されている限り、社名、電話、竣工日、時間給、表示内容などリスト化

情報量例 Volume of data（2020年1月~3月）

東京都23区

空き地
戸建建築
大型建設
月極駐車場

619k㎡

14,191
7,432
6,098
25,973

大阪市24区

空き地
戸建建築
大型建設
月極駐車場

225k㎡

6,280
1,408
1,141
9,322
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Area Research
地域調査

Point Research
定点調査 ④macciシステムを通じてデータを活用

・リアルタイムにデータを共有管理（コメント機能有）
・情報は「map」と「一覧」で閲覧
※「My map」機能により必要な情報をグループ化

①必要なエリアやリストを決定
・地域は市区単位で選択可能
・定点リストは事前にアプリにインストールが必要
・情報はP.7イメージ以外でも視認できるものであれば対応可能

②リアルタイムに情報収集
・原則、2w~3wで巡回調査を開始
・専用アプリケーションを活用しアップロード
・調査のタイミングや周期など調整可能

③データクリーニング
・撮影データから必要な情報をテキスト化
・テキスト化内容はご要望に応じて対応
・必要に応じて付加情報（登記や状況）を追加

大阪市西区 月極駐車場

某Map 
17件

弊社リサーチ
308件

インターネットで見つけられない
圧倒的な情報量がデータ化

80％ 200%

導入前との比較
（お客様の声）

コスト削減率 生産性

※近日リリース予定のサービスになります 8



Corporate voice

導入企業様の声

通信会社様 ： 契約獲得数の向上と管理に
現場の営業マンとしては、システムに日々アップされてくるリアルタイムの物件情報を見に行くので、モチベーションが
上がっています。私としても、その情報が実際の受注となって報告が来ると、「（システムで）見た情報が上がってき
た！」と、テンションが上がります。導入した事によって、一番良かった点は、「管理者として確かな数値目標を立てる
ことが出来る」ということです。マーケット全体の母数を把握できることが大きい。現物があれば、目標設定も確かなも
のになりますので、それは結構、心強い励ましというか目標になります。他の不確かな情報をもとに目標設定するよりも、
管理者として営業マンに対して説得力のあるマネジメントが可能となりました。日々アップされてくる情報数がかなり多
いので、営業人数をもっと増やして、まだまだできるのではないかという気持ちもちろんありますし、更に使いこなして
いかないと！と常に思っています。

コインパーキング運営会社様 ： 用地開拓とマーケットリサーチ
まずはいくつかのエリアで試験的に調査いただいたのですが、情報量に関しては、漏れなくしっかり集めて頂いたと感じ
る初回の納品で、期待以上の内容でした。正直、御社のお名前も初めて伺う会社ではありましたが、とても信頼させて頂
ける内容だったな、と改めて感じながら、今現在もmacciの利用を続けさせて頂いています。そして、導入した当初は想
定していなかったのですが、社内のメンバーに好評だったのが、「現地の“今”の駐車場の様子を写真で見ることができ
る」という点です。当初は、「集連絡先情報をデータ化」という部分に魅力を感じていたのですが、現地で撮影した写真
で見ることができるため、オペレーターが駐車場をお客様にご案内する際にも非常に便利であると、実際に運用してから
実感しました。我々の業界に限らず、やはり大事な情報というのは「現地」にあると考えており、実際に現地で撮った
「”今”の写真」というものは、非常に価値のある情報ですので、これからも上手く活用できればと考えています。

求人広告会社様 ： 契約獲得数の向上とエリア把握
弊社のサービスから、常に担当エリアの求人の動向を把握し、適切なタイミングで求人広告のご提案を行っていかなけれ
ばならないのですが、競合他社の増加、就業条件の多様な変化など、顧客離れが深刻な状況になっている中、新しいター
ゲット、施策が急務だと検討していた時に、macciに出会いました。最初は「人海戦術のリスト？」と甘く考えていたの
ですが、WEB媒体に掲載されてない案件がほとんどで、近隣の店舗などの時間給などもこのリストにより把握でき、タ
ーゲットリストとして新規の顧客を獲得するだけではなく、既存顧客へエリアの情報を分析しアドバイスしていくことで、
効果も倍増し、リピート率も高くなりました。何よりも現地の写真がセットになっていることで、現地への訪問営業はも
ちろん、既存顧客への説得材料としても活用でき、さらにこの情報を使いこなしていければと思っております。このリス
トがCRM的にアプリで使えると聞いておりますが、今から楽しみにしております。 9



Field Work

作業代行

Field Work × IT = Field Tech
『フィールドワーク（外勤）』に特化した業務代行サービス

業務の完了を確実に把握できるITエビデンス

広域に「面」で配置できるパートナー網

業務内容の教育/勤怠管理はすべて弊社に

弊社パートナーは専用アプリを使用。業務場所の位置情報/完
了写真等を報告。作業完了のbefore→afterを写真・位置
レポートなどリアルタイムで共有します。

全国主要都市を中心に専門パートナーを配置。
定期的な巡回業務や作業など、速やかに業務を開始できます。

ご依頼内容は全て弊社が教育/工程・進捗管理を行います。
企業様は業務の「進捗」「結果」を専用システムでご確認
頂くだけでリアルタイムに共有。不要な資料作成作業も
軽減でき、低価格でのご提供が可能です。

Work case
クリーニング

ポスティング

定期配布

アップデート

店内調査

エキストラ

メンテナンス

工程管理

入力代行

アンケート

ミステリー
ショッパー
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macci Leadle

求人特化オフィス
リードマーケティング

市場の90%を網羅する12媒体の求人情
報、常に最新のものを仕入れているの
で鮮度の高い情報が活用できます

出稿元企業情報を独自システムで過去
1年間の求人情報、出稿金額など企業の
動向を推察し事業に活用できます

~求人傾向から見える企業情報が、自社の成長を導き出す~
全国の最新の求人、求人出稿元の情報一覧出来る、情報を”Lead”するオフィスクラウドサービス

求人検索 企業検索 MAP検索
企業検索をマップ化。マップのピンを
タップすると企業情報や出稿情報も取
得、外出先からもスマホで閲覧可能

・名寄せ済みの企業の出稿元住所を表示
・クリックすると期間毎（当月、３ヶ月、１年など）の出稿予算を表示
・電話番号や企業HPを記載しているのですぐにアクションできる
・現在地以外にも、「出稿したことがあるメディア」
「出稿予算」「企業特徴」から検索可

・スマホにもバッチリ対応
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システム macci System

map検索機能 一覧検索機能

map上のアイコンで場所が明確、
クリックで詳細画面も表示されます

一覧画面から詳細情報の閲覧が可能、
グループで情報の共有ができるようチャット機能を搭載

その他 主な機能

チャット（コメント）

CSV

map box

My Map

レコメンド

近日搭載 ：お気に入りの情報、自分の情報を自分だけのmapで管理

近日搭載 ：事前に登録している必要な情報がリアルタイムに推奨

5分ごとに更新される を採用。標準地図もリアルを追求

情報は全てCSVで出力でき、自社システムへの連携、Excel管理が可能

必要な情報に対する進捗状況などを記録しチームで情報をシェア
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213,000円142,000円

エリアリサーチ ポイントリサーチ フィールドワーク macci Leadle

7,800円~（税抜） 980円~（税抜） 1,800円~（税抜） 49,000円（税抜）
単位 1カテゴリー1k㎡あたり

丘陵地・山岳地については別途御見積
単位 1箇所あたり

郊外・地方地域は別途御見積
単位 1箇所あたり 月額基本料金単位

初期 30,000円 初期 30,000円 30,000円初期 初期 0円
macci system 設定費用含む macci system 設定費用含む macci system 設定費用含む

CSV 無制限 条件 50箇所以上/月 条件 50箇所以上/月 CSV 1,000件/1回

御見積例

・東京都新宿区（18.23k㎡）

・大阪市中央区（8.88k㎡）

・名古屋市中区（9.38k㎡）

69,000円

73,900円

追加 ・1カテゴリー 3,900円/1k㎡

・1アカウント 3,900円/月

追加 1アカウント 9,800円/月
1カテゴリー 2カテゴリー

109,000円

103,000円
・テキスト 3項目以上

CSV納品 要相談

ご利用料金 Price

・情報追加 要相談
※地域、ボリューム（1k㎡20箇所以上
等）によって別途料金が変動する
場合があります
※初期費用は契約終了日より30日以内の
契約更新に関しては発生しません 13



-お問合せ-

-お見積-

-ご契約-

-業務開始-

必要としている情報や地域、
課題となっている作業をお問合せください。

打合せ頂いた内容についてお見積りを作成させて頂き、
御見積書（お申込書or契約書）を提出させて頂きます。

お申込書、（または）業務委託契約書を
作成させていただきますので、ご確認ください。

手続き確認後、リストの配信または業務を開始いたしま
す。弊社のシステムを活用しながら、効率的な
報告フローも構築させて頂きます。

step 1.

step 2.

step 3.

step 4.

1day

1day

your 
wishes

お申し込みの流れ Contract flow
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会社概要 Company Profile

2016年3月
75,600,000円
63,600,000円

代表取締役CEO
取締役COO 
取締役CCO
監査役

藤本茂夫、他4名
株式会社オープンハウス
株式会社キャリアインデックス
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合
株式会社プレシャス・タイム

関電サービス株式会社

三井住友銀行 上町支店

大阪市中央区瓦町4-4-7
おおきに御堂筋瓦町ビル8F
https://macci.biz/
地域情報を提供するサービス「macci」の運営
システム・アプリ企画、開発

設 立
資本金
準備金

役 員

主要株主

事業提携

金融機関

所在地

ＵＲＬ
事業領域

株式会社Review

藤本茂夫
奥野健史
岩田光弘
山口泰典
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THE

Passion Project…

https://macci.biz


