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空地・更地・解体中 

活用したい業界（例）  

管理会社 看板 更地全体 更地前 道

街中 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 道を網羅する で、圧倒的な数 把握が可能です。
主に土地活用 ため遊休地をお探し 企業様にお役立ていただいております。

空地前 道 空地前 道空地全体

■空地 管理会社等 看板が確認されなかったも

■更地 空地に管理会社等 看板が確認されたも

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・写真撮影　・位置情報　を紐付けてデータ化します。

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

撮影画像を見てデータ化を行う

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

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

圧倒的な数を把握、的確に提案できる で契約数アップに繋がります

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

不動産 月極駐車場 マーケティング 太陽光コインパーキング

■解体中

看板 解体中全体 解体中 前 道

レンタサイクル
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■進捗状況がリアルタイムに把握できます

■撮影画像

着工スタート段階 カバー付き 完成間近 完成済み（未入居）

新築戸建　〜エリアリサーチ（地域調査）〜

活用したい業界（例）

街中 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 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 で提案タイミング 計
画が立てやすくなります。

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・写真撮影　・位置情報　・進捗状況　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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

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。

看板写真 建物外観 建物前 道

リストやMAPにリアルタイムに反映

提案時期を逃さず、的確に提案できる で契約数アップに繋がります

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

CATV セキュリティ 保険通信 インフラ 太陽光 マーケティング防犯カメラ
ウォーターサー

バー
宅配ボックス

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う
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新築戸建　〜ポイントリサーチ（定点調査）〜 

活用したい業界（例）  

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 （例：建築確認申請）情報をもとに、そ 後 現状確認 ため 現地調査をおこ
ないます。現在 状況がわかる事で営業担当者様 効率化になり、
契約数アップに繋がります。

建築確認申請情報を取得、また 可能な範囲でデータお預かり

スマートフォンアプリへ 取り込み

弊社雇用パートナーが情報収集を行う

データベース化し、リストやMAPにリアルタイムに反映

提案時期を逃さず、的確に提案できる で契約数アップに繋がります

建築確認申請情報また 、自社でお持ち データを可能な範囲でお預かりいたします。
例）緯度経度・地番・住所などがあれ 場所 特定が可能です。

お預かりしたデータをアプリにマッピング致します。

アプリにマッピングされた場所に出向し、現地 状況を確認するとともに、写真撮影〜看板に記載さ
れた情報をデータ化いたします。

実際 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。

例）建築確認申請情報から 調査対象物件 選定

ご希望 タイミング（例：「着工年月 翌月」「竣工年月 2ヶ月前」など）で

現地調査に出向が可能です。

上記 例で対象外 情報 翌月以降にも繰り越す で、情報を無駄にす

ることなく、常に適切なタイミングで現地調査を行う事が可能です。

着工年月

2020年◯月◯日

竣工年月

2020年△月△日

費用対効果 向上が見込めます。

建築確認申請情報から以下 情報を活用

CATV セキュリティ 保険通信 インフラ 太陽光 マーケティング防犯カメラ ウォーターサー
バー

宅配ボックス
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建設中〜集合住宅・商業施設〜 

活用したい業界（例）  

■撮影画像

看板写真 建物外観 建物外観 建物前 道

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

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・写真撮影　・位置情報　・進捗状況　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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

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

提案時期を逃さず、的確に提案できる で契約数アップに繋がります

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

■大きく3つに分類

住宅 み 商業施設 複合施設

CATV セキュリティ 保険通信 インフラ防犯カメラ ウォーターサー
バー

宅配ボックス

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

例
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空き家　〜エリアリサーチ（新規現地調査）〜 

活用したい業界（例）  

街中 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 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 お手伝いをいたします。

■空き家判断例

ポストにガムテープ 敷地内に多量 雑草 ガラスが割れたまま放置

多量 ゴミ ポストに多量 チラシ 雨戸が閉まったまま

ご希望 地域 選定

調査をご希望 地域についてご指定いただきます。

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・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 特定

当該案件 「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 効果的な流通に繋がります

不動産自治体 ハウスメーカー パーキング

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

7



空き家　経過観察 

活用したい業界（例）  

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 、そ 後 状況を確認するため 現地調査（経過観察）が可
能です。お持ち 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 効率化をお手
伝い致します。

■撮影画像

空き家外観 建物前 道 番地プレート

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 データを可能な範囲でお預かりいたします。
例）緯度経度・住所などがあれ 場所 特定が可能です。

不動産

現地確認・写真撮影

自治体

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

住居表示・地番 特定

当該案件 「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 集計・分析

1件1件 変化がわかる詳細情報に加え、ニーズに応じて町単位や駅から 距離、都
市計画情報別 修正・分析結果など 納品が可能です。

▲都市計画情報別 結果

■納品分析データ一例

・町名ごと 各撮影件数

・空き家 状況と人口増加率 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 活用状況

空き家を示す物

ハウスメーカー
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月極駐車場 

活用したい業界（例）  

街中 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 把握が可能です。

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

■撮影画像〜平置〜

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・写真撮影　・位置情報　・看板情報　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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

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

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

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

■撮影画像〜立体〜

管理会社 看板 駐車場全体 入口・道路 車幅

管理会社 看板 車両制限看板

駐車場全体 入口・道路 車幅

太陽光 レンタサイクル

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う
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コインパーキング 

活用したい業界（例）  

■撮影画像

看板写真 駐車場全体 駐車場入口 道路 車幅

街中 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 撮影もおこなう で、現状 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 不動産仲介 防犯カメラ 情報ポータルサイト自販機メーカー

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

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

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

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う
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■撮影画像

求人広告 お店 看板 店舗全体

求人広告 

活用したい業界（例）  

街中 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 求人広告 現状調査をおこないます。
業態を15種類に分類する で、業態ごと 把握が可能です。

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

撮影された写真データを確認し、求人貼紙情報を入力致します。
募集内容や業態 把握が可能です。

リストやMAPにリアルタイムに反映

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

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

求人媒体代理店 人材紹介 オフィス仲介 キャッシュレス

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

ファッション、美
容

医療・福祉 警備、整備 冠婚葬祭

人材
サービス
そ 他

レジャー
フード

流通・小売 教育
公的機関

不動産
建設・設備

運輸・
物流・倉庫

IT・通信
メーカー

電子・機械
メーカー

食品・医薬品

そ 他
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広告看板 

活用したい業界（例）  

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 上で決定する で、現地に行かなくても把握する事が可能です。

■広告看板

■デジタルサイネージ

交通広告

決定したルールに沿って、現地撮影を行います。
例）駅内広告…1箇所に付き4枚：正面写真・右側から 写真・左側から 写真・反対 ホームから
写真

弊社雇用パートナーが現地撮影を行う

撮影画像 チェック

ご希望 場所・撮影方法 選定
調査をご希望 場所・撮影方法についてご相談 上決定いたします。
例）大阪メトロ〇〇線◯駅

撮影された写真データを確認いたします。

写真データやリストにて納品

現地に行かずに現地 情報が把握でき、効率アップに繋がります

JPEG納品に加え、調査日時や駅 状況コメント、ご指定 写真タイトルをお付け致します。

屋外広告 電柱広告
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観光地看板 

活用したい業界（例）  

■撮影例

大学

ご指定場所にて観光地看板 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 看板などを撮影いたします。
例え 、大学 研究や開発などでご活用いただいております。

■撮影画像

観光地看板 設置場所 撮影対象全体

情報ポータルサイト

ご希望 場所・撮影方法 選定
ご希望 場所・撮影方法についてご相談 上決定いたします。
例）大阪城、清水寺、奈良公園

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

弊社調査パートナーが現地撮影を行う

撮影画像 チェック

撮影された写真データを確認 →必要であれ 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

現地に行かずに現地 情報が把握でき、効率アップに繋がります

JPEG納品、システムで 閲覧、リスト納品などご希望 形で納品いたします。

作法・歴史 交通関連 店舗関連 そ 他
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開店 

活用したい業界（例）  

■撮影対象例
街中 開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 贈答花や、オープニング 表記が確認できるも が対象です。
また、内装工事中など開店準備中 も も撮影いたします。

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域についてご指定いただきます。

撮影された写真データを確認し、求人貼紙情報を入力致します。
募集内容や業態 把握が可能です。

リストやMAPにリアルタイムに反映

開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

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 把握数に比べ、数と精度 圧倒的です。

開店準備中（居抜き工事）

開店祝い お花 オープニング看板

求人媒体 セキュリティ通信 インフラ キャッシュレス 情報ポータルサイト 保険

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

14



WEBリサーチ 

活用したい業界（例）  

通信

ご指定 情報をWEBマップ上にてリサーチいたします
例え 街中 代理店など、販売元 看板が設置されているか、
現状存在しているか等 リサーチをWEBマップ上にて1件1件おこないます。

不動産

ご希望 店舗や撮影対象 選定

入力パートナーがWEBマップ上にて現状調査を行う

リサーチ 際 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。
・店舗正面 URL　・位置情報　を紐付けてデータ化します。

リサーチをご希望 店舗や撮影対象をご指定いただきます

自治体 ハウスメーカー

ご希望により現在 状況を視覚化します

例）看板設置確認 場合
看板 有無・設置状況・店舗 有無

店舗や看板など 現地状況 把握が可能です

リサーチ内容を全てデータ化

▼WEBマップイメージ

▼データ化したリストイメージ

※注意点※

・WEBマップ 為、タイムラグあり（最大で1〜2年ほど）
・路面店に限ります

現地調査に比べて、納品まで 期間が短い がメリットです。

電機メーカー 広告代理店
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保健所データ取得代行 

活用したい業界（例）  

全国469カ所 保健所 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 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 有無確認などにご活用いただけます。

ご希望 地域や業種 選定

代理取得をご希望 地域 保健所や業種をご指定いただきます

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 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 フォーマットに統一致します。

ご納品　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 情報を取得することが可能です。

▼例）保健所理容所データイメージ

※保健所によって 、電話番号や開設者名など個人情報にあたる場合 開
示されていないこともあります。

通信 不動産 セキュリティ インフラ キャッシュレス 情報ポータルサイト

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 設置
■古い住所を最新住所へ 置換
■○年○月以降 新しい情報 みを調べる

求人媒体 広告代理店
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保健所データ取得代行〜WEBリサーチ 

活用したい業界（例）  

全国469カ所 保健所 開業申請情報を代理取得〜WEBリサーチにて
所在 有無を確認
保健所 データ代理取得 後、WEBマップ上にて店舗 有無確認をいたします。

ご希望 地域や業種 選定

代理取得をご希望 地域や業種をご指定いただきます

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 整備

WEBマップ上にて店舗所在有無 確認

※WEBマップ 為、タイムラグあり（最大で 1〜2年ほど）
※路面店に限ります

圧倒的な数、かつ効率よく開業情報 把握が可能です

▼WEBリサーチイメージ

■WEBマップを活用し、保健所 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 有無を確認いたします。
（Excelデータに「あり」「なし」「不明」を記載）

▼保健所データイメージ

通信 不動産 セキュリティ インフラ キャッシュレス 情報ポータルサイト

※弊社 システム・アプリに取り込み、現地に行って 現状調査も可能です。

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 フォーマットに統一致します。

求人媒体 広告代理店
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データ整備・入力代行 

活用したい業界（例）  

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

入力項目、発注方法などを入念にご相談させていただきます

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

■納期目安

入力時 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 入力スタッフが代理で入力いたします

常に最新 情報をアップ。コスト削減や効率アップに繋がります

・データ整備
・ポータルサイト※ポータルサイト様と ご契約が別途必要となります。

確認

定期的に確認を行い、終了案件について 即時更新や削除をおこないます。

1日〜30日以内（内容により変動）

■発注データ

CSVデータ PDF 他オンラインサイト

など

■発注方法

メール FAX

通信 不動産 セキュリティ インフラ キャッシュレス 情報ポータルサイト 求人媒体

など

広告代理店
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管理会社情報データ化 

活用したい業界（例）  

ネットに 出てこない、街中にある管理会社 情報をデータ化
インターネットで 把握しきれない、街中 管理会社 看板をデータ化致します。
各マンション・ビル管理会社様 把握・営業リスト等にご活用いただけます。

管理会社

■例え 、こ ような看板

ご希望地域 全て 道を網羅し、現地 撮影をおこないます。
・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

ご希望 地域 選定

ご希望 地域や撮影方法についてご相談 上、決定させていただきます。

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

管理会社 情報が把握でき、迅速なアプローチに繋がります

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。

弊社雇用パートナーが現地 情報収集を行う

不動産 自販機メーカー パーキング 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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※ご要望がございましたら、マンションやオフィスビル 空き状況も
調査、データ化が可能です。


