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私たちについて 人とITで、ミライを変える
Change the future with people and IT

私たちはまだ6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5,000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。

「つなぎツクル」を喜びへ

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

3macci case study



【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
【開示 請求】行政が保有するオープンデータをを代理で開示請求

U
se
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as
es

活用される業界

広がるmacciの情報量 4,670,575
東京都23区 619㎢
空き地 14,191
戸建て建築 7,432
大型建設 6,098
月極駐車場 25,973

大阪市24区 225㎢
空き地 6,280
戸建て建築 1,408
大型建設 1,141
月極駐車場 9,322

4macci case study

空き地・更地 戸建建設中 建設（大型） 空き家 オフィス 空きテナント 掲示板 陳列棚 喫煙所 AED 交通看板 耕作放棄地

開店 休業 月極駐車場 コインP 自動販売機 ルートmap 360°撮影 タイムラプス 求人 広告 防犯カメラ 観光地看板

理容所

美容所

飲食

医療
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建物・土地
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空地・更地・解体中
新築戸建（エリアリサーチ）
新築戸建（ポイントリサーチ）
建設中（集合住宅・商業施設）
空き地（エリアリサーチ）
空き地（ポイントリサーチ）

不動産 月極駐車場 コインパーキング マーケティング 太陽光発電 レンタルサイクル CATV 通信会社セキュリティ

防犯カメラ 保険 インフラ ウォーターサーバー 宅配ボックス 自治体 ハウスメーカー 不動産 情報ポータルサイト 5
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空地・更地・解体中

街中の空地・更地・解体中を
現地にてリサーチしデータベース化します。
全ての道を網羅するので、圧倒的な数の把握が可能です。
主に土地活用のため遊休地をお探しの企業様にお役立ていただいております。

空地・更地・解体中
Open space
Demolition work

Category 1

空き
地

更地

解体
中

* 管理会社等の看板が確認されなかったもの

* 空地に管理会社等の看板が確認されたもの

空地全体 空地前の道 空地前の道

管理会社の看板 更地全体 更地前の道

看板 解体中全体 解体中前の道

活用される業種・業態例
不動産 月極駐車場 コインP マーケティング 太陽光レンタルサイクル

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

圧倒的な数の把握で、契約数アップに繋がります

6macci case study
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 1 新築戸建（エリアリサーチ）

街中の新築戸建物件を現地にて
リサーチしデータベース化します。
全ての道を網羅。カテゴリが分かれており、
進捗状況が把握できるので提案タイミングの計画が立てやすくなります。

新築戸建（エリアリサーチ）
New single houses
(Area research)

Category 1

空き
地

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

提案時期を逃さず、契約数アップに繋がります

活用される業種・業態例
不動産 月極駐車場 コインP マーケティング 太陽光レンタルサイクル CATV 通信 防犯カメラ セキュリティ 保険 ウォーターサーバー

外観
像

看板写真 建物外観 建物前の道

進捗
状況 着工スタート段階 カバー付き

完成間近 完成済み（未入居）

* 進捗状況がリアルタイムに把握できます

7macci case study
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新築戸建（ポイントリサーチ）

データをお預かりし、
ご指定情報をピンポイントでリサーチ致します。
お持ちの（例：建築確認申請）情報をもとに、その後の現状確認のための現地調査をおこないます。
現在の状況がわかる事で営業担当者様の効率化になり、契約数アップに繋がります。

新築戸建（ポイントリサーチ）
New single houses
(Point research)

Category 1

1 建築確認申請情報を取得、
または可能な範囲でデータお預かり
建築確認申請情報または、自社でお持ちの
データを可能な範囲でお預かりいたします。
※緯度経度・地番・住所などがあれば場所の特定が可能

2

3

4

5

スマートフォンアプリへの取り込み
お預かりしたデータをアプリにマッピング致します。

弊社雇用パートナーが情報収集を行う
アプリにマッピングされた場所に出向し、現地の状況を
確認し、看板に記載された情報をデータ化いたします。

データベース化し、
リストやMAPにリアルタイムに反映
実際の進捗がリアルタイムで反映され、
システム上で閲覧できるようになります。

提案時期を逃さず、契約数アップに繋がります

活用される業種・業態例
不動産 月極駐車場 コインP マーケティング 太陽光レンタルサイクル CATV 通信 防犯カメラ セキュリティ 保険 ウォーターサーバー

申請
情報

着工年月

2021年○月○日

竣工年月

2021年○月○日

建築確認申請情報から以下の情報を活用。

ご希望のタイミングで現地調査に出向が可能です。
（例：「着工年月の翌月」「竣工年月の2ヶ月前」など）

更なる費用対効果や
営業効率向上が見込めます。

8macci case study
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建設中（集合住宅・商業施設）

街中の建設中の物件を
現地にてリサーチしデータベース化します。
全ての道を網羅。戸建て以外の建設中新築物件
（集合住宅・店舗・保育園など）を3つのカテゴリに分け、データベース化いたします。

建設中（集合住宅・商業施設）
Condominium
Commercial bldg

Category 1

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

提案時期を逃さず、契約数アップに繋がります

活用される業種・業態例
不動産 月極駐車場 コインP レンタルサイクル CATV 通信 防犯カメラ セキュリティ 保険 ウォーターサーバー

空き
地

業態
別

住宅のみ 商業施設 複合施設

撮影
画像 看板写真 建物外観

建物前の道 建物外観

* 進捗状況がリアルタイムに把握できます

9macci case study
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空き地（エリアリサーチ）

街中の空き家を現地にて
リサーチしデータベース化します。
全ての道を網羅。年々増加傾向にあり、把握が大変な空き家情報を収集し登記情報を取得いたします。
空き家問題解消のお手伝いをいたします。

空き家（エリアリサーチ）
Vacant house
(Area research)

Category 1

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

住居表示・地番の特定
当該案件の「住居表示」・「地番」を特定致します。
GIS登録用に「緯度経度」も報告します

地番から登記情報を取得
特定した「地番」から登記情報
（全部事項証明書）を取得致します。

所有者が把握でき、
空き家問題解消の効果的な流通に繋がります

活用される業種・業態例
不動産 自治体 ハウスメーカー 駐車場

判断
基準 ポストにガムテープ 敷地内に多量の雑草

ガラスが割れたまま放置 多量のゴミ

* 弊社調査時の独自基準となります

ポストに多量のチラシ 雨戸が閉まったまま

調査後はいつでもクラウドデータから閲覧可。

10macci case study
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空き地（ポイントリサーチ）

データをお預かりし、
ご指定情報をピンポイントでリサーチ致します。
過去に現地調査を実施した空家の、その後の状況を確認するための現地調査（経過観察）が可能です。
お持ちの空家情報をもとに現地調査をおこない、増大する空家対策業務の効率化をお手伝い致します。

空き家（ポイントリサーチ）
Vacant house
(Point research)

Category 1

1 可能な範囲でデータをお預かり致します
過去に情報収集した際のデータを
可能な範囲でお預かりいたします。
※緯度経度・地番・住所などがあれば場所の特定が可能

2

3

4

5

現地確認・写真撮影
ご指示いただいた空き家に出向し、
現地の状況を確認するとともに写真撮影し、ご報告します。

住居表示・地番の特定
当該案件の「住居表示」・「地番」を特定致します。
GIS登録用に「緯度経度」も報告します

地番から登記情報を取得
特定した「地番」から登記情報
（全部事項証明書）を取得致します。

調査結果の集計・分析
町単位や駅からの距離、都市計画情報別の
修正・分析結果などの納品が可能です。

活用される業種・業態例
不動産 自治体 ハウスメーカー

外観 建物前の道 空き家を示す物撮影
画像

番地プレート

撮影
画像

納品分析データ一例
・町名ごとの各撮影件数・空き家の状況と人口増加率の比較
・居住環境保全区域、居住誘導区域
・都市機能誘導区域ごとの活用状況

*都市計画情報別の結果

11macci case study
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駐車場
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月極駐車場
コインパーキング

コインパーキング 月極駐車場 不動産仲介 防犯カメラ 情報ポータルサイト 太陽光 レンタルサイクル 自販機メーカー12



街中の月極駐車場を現地にて
リサーチしデータベース化します。
平置タイプと立体タイプでカテゴリを分けており、タイプごとの把握が可能です。

月極駐車場
Monthly parking

Category 2

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

看板情報～詳細写真が確認でき、
現地に行かなくても情報を網羅できます

活用される業種・業態例
コインP 月極駐車場 不動産仲介

管理会社の看板 駐車場全体平置 入口・道路の車幅

立体

Ca
te
go
ry
 2

月極駐車場

防犯カメラ 情報ポータル 太陽光 レンタルサイクル

管理会社の看板 車両制限看板

駐車場全体 入口・道路の車幅

入口・道路の車幅

13macci case study



街中のコインパーキングを現地にて
リサーチしデータベース化します。
看板の撮影もおこなうので、現状の料金もわかり現地に行かなくても状況把握が可能です。

コインパーキング
Metered parking

Category 2

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

看板情報～詳細写真が確認でき、
現地に行かなくても情報を網羅できます

活用される業種・業態例
コインP 自動販売機 不動産仲介

撮影
画像

Ca
te
go
ry
 2

コインパーキング

防犯カメラ 情報ポータル

料金の看板写真 駐車場全体

駐車場入口 道路の車幅

その他項目も用途に合わせて調査可能です。
（例）カーシェアリング割合・駐車台数調査など

14macci case study
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広告・看板

Ca
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交通広告 屋外広告 電柱広告 大学 情報ポータルサイト 求人媒体 通信 セキュリティ インフラ キャッシュレス 保険

求人広告
広告看板
観光地看板
開店・閉店看板
管理会社看板

15



街中の求人広告を現地にて
リサーチしデータベース化します。
媒体に出していない街中の求人広告の現状調査を行います。
業態を15種類に分類するので、業態ごとの把握が可能です。

求人広告
Job ads

Category 3

撮影
画像

その
他

* 管理会社等の看板が確認されなかったもの

求人広告 お店の看板 店舗全体

ファッション 警備、整備 流通・小売

活用される業種・業態例
求人媒体代理 人材紹介 オフィス仲介 キャッシュレス

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

求人情報～詳細写真が確認でき、
現地に行かなくても情報を網羅できます

Ca
te
go
ry
 3 求人広告

レジャーフード サービス、その他 不動産・建設・設備

医療・福祉 教育・公的機関 運輸・物流・倉庫

冠婚葬祭 人材 メーカー電子・機械

IT・通信 メーカー食品・医薬品

その
他

16macci case study



ご指定場所にて広告看板
デジタルサイネージを撮影します。
撮影方法もご相談の上で決定するので、現地に行かなくても把握する事が可能です。

広告看板
Billboard

Category 3

広告
看板

駅中交通広告 屋外広告

活用される業種・業態例
求人媒体代理 交通広告 屋外広告 電柱広告

Ca
te
go
ry
 3 広告看板

1 ご希望の地域の選定
調査をご希望の場所・撮影方法
についてご相談の上決定いたします。
例）大阪メトロ〇〇線◯駅

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

求人情報～詳細写真が確認でき、
現地に行かなくても情報を網羅できます

駅中
デジタルサイネージ

屋外
デジタルサイネージ

電柱公告 ビル上
屋外広告
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ご指定場所にて
観光地看板の撮影をおこないます。
近年増加する外国人観光客が、読めない日本語の看板などを撮影いたします。
例えば、大学の研究や開発などでご活用いただいております。

観光地看板
Tourist sign

Category 3

撮影
例

作法・歴史 交通関連

活用される業種・業態例
大学 情報ポータル

Ca
te
go
ry
 3

観光地看板

1 ご希望の場所・撮影方法の選定
ご希望の場所・撮影方法をご相談の上決定いたします。
例）大阪城、清水寺、奈良公園

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
決定したルールに沿って、現地撮影を行います。
例）観光地看板・設置場所・撮影対象全景

撮影画像のチェック
撮影された写真データを確認。
必要であればカテゴリ分けや情報入力いたします。

写真データやリストにて納品
JPEG納品、システムでの閲覧、
リスト納品などご希望の形で納品いたします。

現地に行かずに現地の情報が把握でき、
効率アップに繋がります

店舗関連 その他

観光地看板 撮影対象全体撮影
画像

設置場所
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街中の開店 / 閉店情報を
現地にて調査しデータベース化します。
開店直後の贈答花や、オープニングの表記が確認できるものが対象です。
また、内装工事中など開店準備中、閉店のお知らせ看板等も撮影いたします。

開店・閉店看板
Open/Closed sign

Category 3

開店

開店祝いのお花① オープニング看板

活用される業種・業態例

Ca
te
go
ry
 3

開店・閉店看板

開店準備中 居抜き工事中物件

閉店のお知らせ 閉店のぼり
閉店

閉店セール看板

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域についてご指定いただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、看板情報を入力致します。
募集内容や業態の把握が可能です。

リストやMAPにリアルタイムに反映
営業リストやマーケティング等に使用できます。
某MAPや自社での把握数に比べ、数と精度は圧倒的です。

開店/閉店情報がリアルタイムで把握でき、
迅速なアプローチに繋がります

開店祝いのお花②

管理会社 求人媒体 不動産 キャッシュレス 通信 セキュリティ インフラ オフィス仲介 屋外広告
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インターネットには出てこない、
街中にある管理会社の情報をデータ化
インターネットでは把握しきれない、街中の管理会社の看板をデータ化致します。
各マンション・ビル管理会社様の把握・営業リスト等にご活用いただけます。

管理会社看板
Estate management company

Category 3

撮影
画像

管理会社① 管理会社③

活用される業種・業態例

Ca
te
go
ry
 3

管理会社看板

管理会社④ 管理会社⑤

看板データ化

ご要望がございましたら、マンションやオフィスビル

空き状況の調査後、データ化（テキスト化）も可能です。

デー
タ化

1 ご希望の地域の選定
ご希望の地域や撮影方法についてご相談の上、
決定させていただきます。

2

3

4

5

弊社雇用パートナーが現地の情報収集を行う
ご希望地域の全ての道を網羅し、現地の撮影を行います。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

撮影画像を見てデータ化を行う
撮影された写真データを確認し、
管理会社看板情報を入力致します。

リストやMAPにリアルタイムに反映
システムやMAPにリアルタイムに反映され、
CSVダウンロードでリストとしても使用可能です。

管理会社の情報が把握でき、
迅速なアプローチに繋がります

管理会社②

管理会社 自動販売機 不動産 パーキング 通信 セキュリティ インフラ オフィス仲介 保険 情報ポータル
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その他サービス

O
th
er
s

WEBリサーチ 保健所データ取得代行 保険所データ取得代行＋WEBリサーチ タイムラプス 360°撮影

WEBリサーチ
保健所データ取得
データ整備・入力代行

21



ご指定の情報をWEリサーチにて
現地の情報をリサーチいたします
例えば街中の代理店など、販売元の看板が設置されているか、
現状存在しているか等のリサーチをWEBリサーチにて1件1件行います。

WEBリサーチ
Web research

リサ
ーチ

活用される業種・業態例

データ化・テキスト化
住所に加えて緯度経度情報追記します。

実際に店舗の有無をWEB上から即時確認が行えます。

デー
タ化

1 ご希望の店舗や撮影対象の選定
リサーチをご希望の店舗や
撮影対象をご指定いただきます。

2

3

4

5

WEBリサーチにて現状調査を行う
リサーチの際の細かいルールなどを決め、
ご要望通りに1件1件リサーチ致します。
・写真撮影・位置情報を紐付けてデータ化します。

ご希望により現在の状況を視覚化します
例）看板設置確認の場合
看板の有無・設置状況・店舗の有無

リサーチ内容を全てデータ化
現地調査に比べて、
納品までの期間が短いのがメリットです。

店舗や看板などの現地状況の把握が可能です

WEBリサーチ
・WEBマップ情報の為、タイムラグあり（最大で1～2年ほど）
・路面店に限ります

不動産 通信 自治体 ハウスメーカー電機メーカー 広告代理店
O
th
er
s WEBリサーチ

Others
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全国469カ所の保健所の
開業申請情報を代理で取得いたします
飲食店、理容所・美容所、宿泊施設、医療機関などは開業時に必ず届出が出されます。
新規開拓やアプローチリスト、店舗の有無確認などにご活用いただけます。

保健所データ取得代行
Public
health center

リサ
ーチ

活用される業種・業態例

WE
B

リサ
ーチ

1 ご希望の地域や業種の選定
代理取得をご希望の地域の
保健所や業種をご指定いただきます。

2

3

4

5

保健所より届出データを取得いたします
メール、郵送、現地訪問にてデータ取り寄せ
※各保健所により、取得期間が異なります。

データの整備
保健所によりデータ形式がExcel・CSV・PDF・紙など
異なります。バラバラなデータ形式を
一つのフォーマットに統一致します。

リサーチ内容を全てデータ化
現地調査に比べて、
納品までの期間が短いのがメリットです。

効率よく情報把握が可能になります
定期的にデータ化を行うことで、常に新しく
開店した店舗の情報を取得することが可能です。

理容所・美容所データ
保健所によっては、電話番号や開設者名など

個人情報にあたる場合は開示されていないこともあります。

O
th
er
s

保健所データ取得

Others

ご要望により以下も対応可能です
・都道府県や市町村、町名コードの設置
・古い住所を最新住所への置換
・○年○月以降の新しい情報のみを調べる

不動産 通信 セキュリティ インフラ キャッシュレス情報ポータル 求人媒体 広告代理店

WEBリサーチ
WEBマップを活用し、保健所のデータに記載された住所にて
現在も営業しているかどうか店舗の有無を確認いたします。
（Excelデータに「あり」「なし」「不明」を記載）

＋
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あらゆるデータの整備
入力作業を代行いたします
「ポータルサイト等のネット掲載数を増やしたい」でも時間やマンパワーの問題がある…などお困りの方。
自社ホームページへの入力やポータルサイトなどへの入力作業やデータ整備を代行いたします。

データ整備・入力代行
Data management
Input deputizing

整備

活用される業種・業態例

発注

1 入力項目、発注方法などを入念にご相談
ご希望に添えるよう、ご要望をお伺いさせていただきます。

2

3

4

5

入力時のルールを決定
ご相談させていただいた内容をもとに、
入力ルールを決定いたします。

弊社の入力スタッフが代理で入力いたします
・データ整備
・ポータルサイト
※ポータルサイト様とのご契約が別途必要

確認・報告
定期的に確認を行い、
終了案件については即時更新や削除を行います。

常に最新の情報をアップ
コスト削減や効率アップに繋がります

納期の目安
1日～30日以内。

委託内容により日数は変動します。

O
th
er
s

データ整備・入力代行

Others

不動産 通信 セキュリティ インフラ キャッシュレス情報ポータル 求人媒体 広告代理店

専属の入力パートナー

データ形式
ご都合の良いデータ形式

にて整備、納品することが可能です。

発注方法
電話、メール、ファックス、チャット
いずれの連絡方法でもご依頼承ります。

電話 メール ファックス チャット
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【 注意事項 】
当レポート掲載の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。

弊社事業では、街のあらゆる情報をデータベース化していき、自治体や企業が迅速に対応できる
ようなマーケティングシステムを構築しています。そのために様々な情報を集めて分析しており
ます。弊社が扱う個人情報には、第三者への提供を目的としているものもあるため、個人情報を
適切かつ安全に取り扱う事を目的として、改正個人情報保護法の施行（平成29年5月30日）に伴
い定められた個人情報保護委員会へのオプトアウト届け出を行っています。

（オプトアウト届出番号：2019-000209）
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設立 2016年3月
資本金 75,600,000円
準備金 63,600,000円
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取締役COO 奥野 健史
取締役CCO 岩田 光弘
監査役 山口 泰典

主要株主 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

事業提携 関電サービス株式会社

金融機関 三井住友銀行 上町支店

所在地 大阪市中央区瓦町4-4-7おおきに御堂筋瓦町ビル8F

URL https://macci.biz/
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