
株式会社Macbe

元請け工事案件紹介サービス 

｢修繕サポート｣のご提案



修繕サポートとは

施工会社サーチ

施工会社を探しているユーザーか
ら問合せを集めるサービスです

施工会社マッチ

施工会社を探しているユーザー
に提案をするサービスです

修繕サポートは工事を元請けとして受注したい施工会社と施工会社を探している管理組合・マン
ションオーナーを繋ぐサービです。元請け受注のために「施工会社サーチ」「施工会社マッチ」
２つサービスを提供します。



管理組合・オーナーから問合せが届く！ 
「施工会社サーチ」



施工会社サーチとは、施工会社の情報をエリアごとに管理し紹介するサービスです。 
貴社の特徴、サービスの強みを紹介した専用ページをサイト内に作成し、サイトを訪問する 
マンションオーナー・管理組合から直接問い合せを受け付けるサービスです。 

当社運営サイト

御社の紹介ページ

B社のページ

C社のページ

施工会社サーチ

マンションオーナー 
管理組合

御社

1.施工会社探し 2.問合せの受付

マンションの案件情報が御社に直接届きます



マッチする案件だけエントリー 
「施工会社マッチ」



施工会社マッチとは、施工会社を探しているユーザーに直接提案を行うサービスです。 
ユーザーから受け取ったヒアリングシートを共有致します。その情報を元に案件の参加の有無を 
判断ください。案件参加を希望される場合は管理組合の連絡先情報を提供致します。

当社

A組合 
ヒアリングシート

施工会社マッチ

マンションオーナー 
管理組合

C社

1.ヒアリングシート 
提出

2.内容確認

3.提案

マッチする案件だけ、任意のタイミングで参加できます



サービスのメリット



集客の仕組み化

サービスの利用 集客 
(SEO・広告など)

問合せ・案件

SEO、リスティング広告、メディア提携など、ユーザーの集客業務はすべて当社で行います。そ
のためサービスを利用頂くだけで案件情報取得の仕組み化することができます。

集客を仕組み化

（当社の作業範囲） （対応頂く範囲）



販路の拡大
修繕サポートを活用頂くことで会社情報を紹介することで販路を拡大することができます。 
販路の拡大により多くの案件情報を取得することができます。

案件情報の獲得

施工会社サーチからの 
直接問合せ

＋
施工会社マッチからの 

案件紹介

（当社の作業範囲） （対応頂く範囲）



検索から問合せまでを一本化
エンドユーザーが施工会社の検索から問合せまでワンストップで行える仕組み提供しており、よ
り少ないことコストで大規模修繕を元請けとして受注できる機会を増やします。

1.情報収集 2.施工会社探し 3.問合せ 4.案件取得・受注へ

管理会社の見積に疑
問を持っており、施
工会社に直発注した
いと考えているユーザー
をウェブにて集めます。

エンドユーザーのニー
ズに応じて簡単に施
工会社を探すことが
できる仕組みを提供
します。

エンドユーザーのニー
ズや希望に合う施工
会社にまとめて、かつ
簡単に問合せできる
仕組みを提供します。

サービスを通じて御
社に元請け案件の情
報を集まるようにな
り、案件情報が増え、
受注機会が増加します。



直問合せは増加傾向にある 
Googleが提供するキーワードツールにおいて、
「大規模修繕」というキーワードの月間検索回数
は直近１年間で1900回から2900回、約1.52倍
増えております。 

マンションの経年に伴い、今後も修繕工事に関す
る検索は増えていくと考えており、管理組合やマ
ンションオーナーからの修繕に関する相談や問合
せは増加していくと考えております。 

エンドユーザーの修繕に関する認識は高まっており、 
マンションの経年劣化に伴う修繕の問合せは増加します

問合せ

時間

これからの修繕案件について



マーケティング戦略について



ABテストによる改善

より多くの問合せを獲得するた
めABテストでサイトを改善し
ます。曖昧な感覚による対策で
はなく、数的根拠をもとに問合
せ率を高めるための施策を繰返
し実施します。

２つのアプローチ

修繕サポートは施工会社サーチ
をプル戦略、施工会社マッチを
プッシュ戦略として、能動と受
動、両方の角度からアプローチ
することでどちらのユーザー層
も獲得します。

30万の訪問ユーザー

当社大規模修繕に関する多くの
キーワードで上位を取得してお
り、グループサイトを合わせる
と年間30万人以上のユーザー
が当社サイトを訪問します。

Linksのマーケティング戦略



ABテストによるサイト改善

感覚ではなく数的根拠 

多くの問合せを獲得するため一連のサ
イト改善の以下のフロー、 

1.データの解析 
2.施策の立案 
3.施策の実施 
4.効果測定 

は全て当社が無料で行います。 
曖昧な感覚による対策ではなく、数的
根拠をもとに問合せ率を高めるための
施策を繰返し実施します。

データ解析

施策の立案

施策の実施

効果測定



修繕サポートでは施工会社サーチをプル戦略、施工会社マッチをプッシュ戦略として、 
能動と受動、両方の角度からアプローチすることでどちらのユーザー層も獲得します。

プル戦略(施工会社サーチ）

プッシュ戦略(施工会社マッチ）

ユーザー

ユーザー

修繕サポート

修繕サポート

貴社

貴社

マーケティング戦略について



年間30万以上の訪問ユーザー 
ユーザーが情報を探す為に利用するの
はウェブサイトです。当社では検索結果
で上位を取得する為のSEOを得意とし
ており、多くの「大規模修繕」の複合
キーワードで上位を取得しております。 

当社運営のグループサイトをアクセス数
を合わせると、年間30万人以上のユー
ザーが当社が運営しているウェブサイト
を訪問しており、この集客力を利用して
問合せを集めます。

既存サービスの集客力を生かし問合せを集めます

マーケティング戦略について



サービス提供について



サービスの開始時期について
修繕サポートは以下のスケジュールに沿って進めております。 

・サイト構築　～2月28日 
・ご利用会社様の紹介ページコーディング　3月１日～3月19日 
・サイトオープン　3月２0日 

現状はサイト構築期間のため、サービスのデモ画面（デザインイメージ）を次ページ以降に用意
いたしました。



施工会社サーチについて
施工会社サーチはこの業界にない全く新しい仕組みのサービスです



施工会社サーチイメージ：トップ

｢施工会社サーチ｣のトップイメージにな
ります。 

施工会社サーチではエリア毎に施工会社
情報を管理し検索結果に表示します。 

対象エリアの管理組合に貴社情報を訴求
することができます。 

※こちらはラフデザインになります。確定デザインではございません



貴社対応エリアが検索されると、検索結果 
一覧に貴社情報が表示されます。 

エンドユーザーはここにあるボタンから問合
せリストに登録することができ、リストに登
録された会社様には管理組合からの案件情報
が届きます。

施工会社サーチイメージ：検索結果



貴社の紹介ページになります。 
強みや特徴などを自由に記載いただくこ
とができます。

住所や電話番号、対応エリア、ホームペー
ジへのリンクなど、基本情報を表示しま
す。

こちらのボタンからも企業をリストに登
録できます。

施工会社サーチイメージ：紹介ページ



ユーザーはリストに登録した企業に
まとめて問合せが出来ます。 

管理組合に利便性を提供することで 
多くの問合せを集めます。

ユーザーが記入した内容が貴社の 
指定したメールアドレスに届きます。

施工会社サーチイメージ：問合せ



施工会社マッチについて
施工会社マッチはニーズに合う案件にだけ対応できるサービスです



施工会社マッチのエントリーシート

施工会社マッチにより連携されるエントリー
シートになります。エントリーシートには 

・ユーザーに関する情報 
・工事に関する情報 
・マンションに関する情報 

を記載します。 

さらに40以上の項目を確認したヒアリング
シートを確認頂き、エントリーの有無を判断
頂けます。 



サービス料金について



サービス料金について
まずはサービスをお試し頂けるよう２プランを用意しております。 

■スタートプラン 

・施工会社サーチのみの利用 
・月額費用や初期費用等は一切不要 
・管理組合と工事請負契約が締結した場合のみ、工事費の4.85％の手数料 

施工会社マッチの利用ができないこと、また施工会社サーチの一部の機能は解放されませんが、
成果報酬以外の費用は一切発生致しません。 

■有料プラン 

施工会社マッチの利用と、自社HPへのリンクやワンタップコールなど管理会社サーチの全ての機
能を解放いたします。月額費用や初期費用等は一切不要で、初期費用が78万となります。 
こちらも同様に工事請負契約が締結した場合は成約手数料が発生致します。



プランによる提供機能の違いについて
項目 スタートプラン 有料プラン 説明

問合せ受付 ⭕ ⭕
指定のメールアドレスに 
直接問合せが届きます

スマホ対応 ⭕ ⭕
スマホに最適化し 
問合せを集めます

会社情報の掲載 ⭕ ⭕
ユーザーに訴求するための 
会社情報を記載できます

施工会社マッチの利用 ✖ ⭕
施工会社マッチの 
利用ができます

検索結果時の上位表示 ✖ ⭕
有料プランの会社様は無料プラン 
より必ず上位に表示されます

HPへのリンク ✖ ⭕ HPへのリンクを記載します

電話番号の表示 ✖ ⭕
電話番号を表示し、 

通話からの問合せもフォローします

ワンタップコール ✖ ⭕
番号をクリックするだけで 
貴社に電話が掛かります

SEO対策 ✖ ⭕ 紹介ページにSEO対策を実施します



サービスについて
当社が提供する施工会社サーチはこの業界にない全く新しい集客方法となります。今までとは全
く違った形で販路の拡大ができ、元請け案件を獲得することができます。 

このサービスは施工会社様を掲載させて頂くことによって初めて、価値が生まれるサービスであ
ると考えております。そのため、初期費用なくご利用頂くけるプランも用意させていただきまし
た。 

ご利用頂く施工会社様にとってもメリットがある仕組みであると考えております。サービスのご
利用について、ぜひ前向きに検討頂けましたら幸いです。



Mail : h-hori@macbe.co.jp

掲載のご希望やご質問等は以下の連絡先までご連絡ください

Tel : 03-6452-9426 （担当：堀）


