
検索文字 会社団体名 部署名 電話 郵便番号 住所 FAX 会社団体説明 メール 設立年月 代表者 主要用語 資本金 事業概要 社員数 売上げ 備考 取得URL 会⾧ 副会⾧ 副社⾧ 専務 常務 監査役 取締役 緯度 経度 電話数字のみ 法人番号 社名カナ 社名英語 上場

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社アルカディアソフト開発本社 03-3257-0136101-0044 東京都千代田区鍛冶町一丁目9番9号 石川LKビル5階03-3257-0138＜会社概要＞株式会社アルカディアソフト開発はメイン製品のHarborWriteR(ハーバーライト)を中心に貿易(輸出・輸入)管理・販売在庫管理など貿易関連業務のシステム開発・ソフト開発を行っています。1987/8/28 髙島 晉 株式会社アルカディアソフト開発 貿易 輸出 輸入 販売 在庫 管理 システム開発 ソフト開発 ses 保守 貿易関連業務 販売在庫管理 .貿易システム メイン製品 貿易管理システム HARBORWRITER ハーバーライト .海外日系企業向 受託 .海外オフショア開発 システム開発及 付帯 他全各号 受託開発 .在庫管理システム .販売管理システム .システム クラウドサービス パッケージソフトウェア100000000 1.貿易システム HarborWrite R の開発・販売・保守 2.在庫管理システムの開発・販売・保守 3.販売管理システムの開発・販売・保守 4.自社パッケージソフトウェアのクラウドサービス 5.システムの受託開発 6.海外オフショア開発の受託 7.海外日系企業向けシステム開発及びサポート 8.その他全各号に付帯する一切の業務0 0 https://www.arcadia-soft.co.jp/ 岩本 吉信髙橋 忍 35.690661 139.772935 332570136 6010001010322 アルカディアソフトカイハツ

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社アップシステム本社 03-3254-1009101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-13 株式会社アップシステムの会社概要。ホームページ・WEBサイト構築・運営業務・コンテンツ制作、またシステム開発受託・カスタマーサポート業務を行っております。2006/7/25 渡邊 大助株式会社アップシステム upsystem システム開発 サポート業務 WEBサイト構築 運営業務 コンテンツ制作 療養費支給申請書作成ソフト「レセPro」開発受託 カスタマーサポート業務 ホームページ制作 治療院 接骨院 サロン向 RECEPRO システム開発受託0 システム開発・サポート業務／WEBサイト構築・運営業務・コンテンツ制作 療養費支給申請書作成ソフト「RecePro」開発受託およびカスタマーサポート業務 このページの上へ ホーム サポート業務 システム開発0 0 http://www.up-sys.co.jp/ 35.696131 139.766258 332541009 6010001101724 アップシステム

システム開発 東京都千代田区 セグメント1セントラルソフト株式会社本社 03-5822-0601101-0032 東京都千代田区岩本町2-4-3 太陽生命神田ビル8F03-5822-0604システム開発、インフラ構築、IT運用管理のセントラルソフト株式会社の会社概要。資本金、役員構成等をご紹介します。1987/7/1 古賀 健一システム開発 インフラ構築 IT運用管理 セントラルソフト株式会社 防災セーフナビ 構成等 紹介80000000 システム開発、インフラ構築、IT運用管理、防災セーフナビ394 3400000000 https://www.central-soft.co.jp/古賀 健一 岡田 弘志 高棟 和彦 35.693959 139.775513 358220601 8010001021078 セントラルソフト

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社ソルネットシステム東京事業所03-6272-3117102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 飯田橋プラーノ ステージビルディング4F03-6272-3118株式会社ソルネットシステムの会社概要をご紹介します。ソルネットシステムは「SAP BI」「インフラ構築」「システム開発」の3分野に対応できる幅広い知識・経験でお客様のビジネスをバックアップします。現代の複雑なコンピュータシステム形態に柔軟に対応できるよう、分野別(インフラ、ネットワーク、ソフトウェア)の専?の技術者が連携をはかり、お客様のあらゆるご要望に応えられるような組織としています。1998/9/1 仲 正彦 インフラ構築 BI SAP 株式会社ソルネットシステム システム開発 分野 IT技術 バックアップ ベストソリューション ソルネットシステム 紹介 コンサル 専? ソフトウェア 技術者 組織 連携 コンピュータシステム形態 複雑 分野別 ネットワーク インフラ30000000 SAP BI コンサル インフラ構築 システム開発 お知らせ61 0 http://www.solnet-sys.co.jp/ 中家 真 坂本 満 35.700811 139.744962 362723117 8120001083041 ソルネットシステム

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社 ARS 東京支店 03-5877-5267101-0048 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル9階03-3295-7111株式会社ARSの会社概要です。 株式会社ARSは、九州(鹿児島・福岡・熊本)を中心に医療、金融などのさまざまなシステム開発、医療システムの提案・パッケージシステム販売、Webサービスの構築・運営を行う会社です。2003/11/1 五反 一夫株式会社ARS ARS ars アルス 鹿児島 U・Iターン システム開発 自社開発 ホームページ制作 九州 福岡 構築 医療システム パッケージシステム販売 WEBサービス 熊本 金融 ACEシリーズ サービス紹介 デジタルサイネージ WEBサイト構築 システムコンサルティング RECRUIT SERVICE 福祉システム販売 企画10000000 システム開発 システムコンサルティング Webサイトの企画・構築 福祉システム販売 SERVICE サービス紹介 Aceシリーズ(自社パッケージ) Webサイト構築 ホームページ制作 デジタルサイネージ RECRUIT84 0 https://www.arssystem.co.jp/ 35.694209 139.767237 358775267 7340001005627 アルス

システム開発 東京都千代田区 セグメント1旭情報サービス株式会社本社 03-5224-8281100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー11Fシステム開発からネットワークサービスまでを一括サポートする≪旭情報サービス≫のオフィシャルサイト。1962/8/7 濵田 広徳旭情報サービス 情報サービス AIS ネットワーク システム 開発 運用 構築 管理 オフィシャルサイト ネットワークシステム システム開発 旭情報サービス株式会社 一括サポート ネットワークサービス 保守 ホスト系コンピューターシステム ヘルプデスク OA事務サポート ソフトウェア 情報処理サービス 開発業務 設計733000000 ネットワークシステムの構築・運用・管理、ソフトウェアの設計・開発業務、ホスト系コンピューターシステムの保守・運用・管理、OA事務サポート、ヘルプデスクなどの情報処理サービス 役員1653 12971000000 http://www.aiskk.co.jp/ 宮下 勇人上関 孝昭水野 伸一 35.6835 139.76795 352248281 7010001035087 アサヒジョウホウサービス プライム

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社 トライン 本社 03-5688-0321101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2F株式会社トラインは当初よりCADシステムによる設計及びその周辺のシステム開発を進め、ソフトウェアソリューション事業の領域を拡げております。direct@tryn.co.jp 1989/8/1 首藤 花恵TRYN トライン 株式会社トライン システム開発 CADシステム 設計及 ソフトウェアソリューション事業 CAD設計 販売 デジタルコンテンツサービス 領域 ソフトウェア開発22500000 システム開発 ソフトウェア開発 販売 デジタルコンテンツサービス CAD設計50 0 http://www.tryn.co.jp/ 35.704056 139.771591 356880321 2010001024730

システム開発 東京都千代田区 セグメント1インユニゾン株式会社 本社 03-5829-3845101-0032 東京都千代田区岩本町3-8-8 中和秋葉原ビル 3F-2インユニゾン株式会社の会社概要です。「すべてのお客様の笑顔のために」webシステム開発や業務システム開発、ホームページ制作のご依頼なら、インユニゾン株式会社。システム構築に関する企画・調査・開発など様々なサービスをご提供致します。inquiry@inunison.co.jp2013/12/3 川畑 晴彦インユニゾン株式会社 業務システム開発 ホームページ制作 WEBシステム開発 企画 調査 サービス システム構築 制作業務 保守 運用管理 プロジェクトマネジメント システムエンジニアリングサービス 既存システム再構築 コンサルティング0 業務システム開発、webシステム開発、既存システム再構築、ホームページ制作に関する コンサルティング プロジェクトマネジメント 開発、制作業務 保守、運用管理 上記に関する事業 システムエンジニアリングサービス0 0 http://inunison.co.jp/ 35.696253 139.777232 358293845 7011701017746 インユニゾン

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社ブライセン 一番町開発センター03-6261-3612102-0082 東京都千代田区一番町13-303-6261-3898会社概要の紹介ページです。株式会社ブライセンはソフトウェア・業務アプリ開発からデータベース設計、システム開発まで幅広いソリューションサービスを持ち、豊富な実績と高い技術力で世界に向けたグローバルビジネスも展開しております1986/4/1 藤木 優 AI 人工知能 SOLUTION PRODUCT 開発製品 システム開発 オフショア開発 BPO SERVICE BIQ 株式会社ブライセン LINTER イメージングソリューション LUCKJOBBER 流通ソリューション COOOLA データベース設計 IMAGING 業務アプリ開発 ソフトウェア ITソリューション グローバルビジネス ソリューションサービス ソフトウェア開発 LOGISTICS 物流ソリューション 制作 撮影 Dポイ エンベデッドデータベース アノテーション K映像 組込 ENGINEERING PRODUCTION VIDEO OFFSHORE263007500 SERVICE & SOLUTION IMAGING SOLUTION イメージングソリューション LOGISTICS SOLUTION 物流・流通ソリューション ENGINEERING SERVICE システム開発・組込み開発 OFFSHORE BPO オフショア開発・BPO 8K VIDEO PRODUCTION 8K映像の撮影・制作・編集 PRODUCT 自社開発製品 PRODUCT 自社開発製品 i-BIQ i-BIQ イメージングソリューション cooola cooola 物流ソリューション b-LuckJobber b-LuckJobber 流通ソリューション オフショア開発 アノテーション Linter M2M Linter M2M エンベデッドデータベース 3Dポイ249 0 https://www.brycen.co.jp/ 照沼 和明 吉川 玲 大久保 賢一福間 誠 35.686371 139.741023 362613612 6010701015653 ブライセン

システム開発 東京都千代田区 セグメント1アイビーソリューション株式会社東京出張所03-3263-1604102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 アイビーソリューション株式会社の会社概要です。当社ではパッケージ製品開発、各種業務システム開発、システムインテグレーション(ネットワークコンサルティング・サーバホスティング)を軸とした分野でお客様のニーズにお応えしています。info@ib-sol.co.jp 2000/4/1 谷口 ⾧巳アイビーソリューション株式会社 システムインテグレーション ネットワークコンサルティング サーバホスティング 分野 パッケージ製品開発 各種業務システム開発 システム開発 保守 ソフトウェア開発 販売 ネットワークコンサルティング事業 サーバーホスティング事業30000000 ネットワークコンサルティング事業 サーバーホスティング事業 システム開発・保守 ソフトウェア開発・販売0 0 https://www.ib-sol.co.jp/ 35.683181 139.734539 332631604 9210001009622 アイビーソリューション

システム開発 東京都千代田区 セグメント1アジアクエスト株式会社本店 03-6261-2701102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目11番13号 飯田橋i-MARK ANNEX6Fアジアクエスト株式会社の会社概要をご覧いただけます。2012/4/1 桃井 純 デジタルトランスフォーメーション事業 DX アジアクエスト アジアクエスト株式会社 コンサルティング デジタル技術 デジタルインテグレーションサービス システム開発 プロダクト開発等407994000 デジタルトランスフォーメーション事業(企業のDXを実現する為のコンサルティング、システム開発、プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用したデジタルインテグレーションサービスの提供)0 0 https://www.asia-quest.jp/ 早川 忠雄西野 伸一郎 35.702562 139.750229 362612701 2010901030183 アジアクエスト グロース

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社ディーシーアイ事業所 03-5295-1071101-0034 東京都千代田区神田東紺屋町31 神田槇町トライアングルタワーズ10Ｆ03-5295-1072株式会社ディーシーアイの会社概要を掲載しております。成績処理、授業アンケートなどのデータ処理サービス、システム開発・運用など承ります。info@dcii.jp 2006/11/16 石川 巧 販売 運用 システム開発 各種成績表 受験票 パッケージ 成績処理 株式会社ディーシーアイ データ処理サービス 印刷 統計 授業評価アンケート 学校評価 保護者 読取パッケージ 個人別 マークシート方式 筆記式 光学式マークリーダー 授業アンケート 校内模試 各種学力試験 全国公開模試 入試 授業評価アンケート結果分析 成績表作成 コンサルティング 成績管理 Ｅラーニング 封入 封緘 通知表 試験実施 発送代行 ＷＥＢテスト 各種アンケート処理 報告書作成 各種データ処理 他ＯＭＲ マークシート印刷 ソフトウェア 成績処理システム開発 データ処理 選挙等投票集計 成績通知表11000000 データ処理サービス 成績処理 -マークシート方式、筆記式 -全国公開模試、入試、校内模試、各種学力試験 -各種成績表(個人別、総合、統計)作成 授業評価アンケート -「まるごとパッケージ」販売・提供 -「読取パッケージ」販売・提供 保護者による学校評価 -「まるごとパッケージ」販売・提供 その他ＯＭＲ(光学式マークリーダー)による各種データ処理 -各種アンケート処理、報告書作成 -選挙等投票集計 受験票、成績通知表のデータ処理・作成 ソフトウェア、システム開発・運用 成績処理システム開発 ＷＥＢテスト、成績管理、Ｅラーニング コンサルティング 授業評価アンケート結果分析 成績表作成、試験実施・運営 印刷、発送代行 各種成績表、受験票、通知表などの印刷・封入・封緘・発送 マークシート印刷0 0 https://www.dcii.jp/ 35.692739 139.774652 352951071 9010001110367 ディーシーアイ

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社アルマス 本社 03-5688-2081101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11日東ビル601号03-5688-2082会社情報のページです。ソフトウェアシステム開発、中小企業向けオープンソース ERP Compiereサポートサービスを提供しております。2003/8/11 会社 情報 アルマス 株式会社アルマス システム 開発 jWare CMS CRM ERP EC-サイト Compiere OpenSource オープンソース COMPIEREサポートサービス コンピュータソフトウエアシステム開発 ソフトウェアシステム開発 中小企業向 COMPIERE導入サポート 気象コンテンツ提供システム開発 オープンソースERP コンピュータソフトウエアシステムインテグレーション 製品JWAREベース12800000 コンピュータソフトウエアシステム開発 コンピュータソフトウエアシステムインテグレーション 自社製品jWareベースのシステム開発・導入 オープンソースERP CRM Compiere導入サポート 気象コンテンツ提供システム開発15 0 http://www.almas.co.jp/ 35.704056 139.771591 356882081 2010001084163

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社アースカー 本社 03-6812-2288100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内24F03-3211-3311株式会社アースカーの会社概要をご紹介します。ISホールディングスグループの一員として、当グループが培ってきたシステム開発力を活かし、カーシェアリング・駐車場シェアリングという新たな事業領域に挑戦しています。2009/12/24 遠藤 昭二アースカー ISグループ ISホールディングス 外為オンライン ライブスター証券 株式会社アースカー 一員 システム開発力 カーシェアリング 紹介 カーシェアリング事業 駐車場シェアリング事業 事業領域 プラットフォームシステム開発事業 カーシェアリングサービス コーポレートサイト EARTHCAR モビリティ領域 シェアリングエコノミー 特P 普及 駐車場シェアリングサービス100000000 カーシェアリング事業 駐車場シェアリング事業 プラットフォームシステム開発事業0 0 https://corp.earth-car.com/ 35.678141 139.766645 368122288 8010001129581 アースカー

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社バーズ情報科学研究所本社 03-3265-7044102-8381 東京都千代田区一番町13-303-3265-7257バーズ情報科学研究所は業務効率化のコンサルティングから運用、システム開発、保守までをトータルにご提案し、お客様の課題解決と事業の成⾧をお手伝いします。1982/1/1 村瀬 正典バーズ BIRDS 情報科学研究所 保守 システム開発 トータル 総合コンサルティング 経営管理システム開発 運用 株式会社バーズ情報科学 業務効率化 ウェア ネットワーク アウトソーシングサービス OCRデータエントリーサービス ビジネスシステム向ソフトウェア 設計 基本構想 機種選定 人材育成 運営指導100000000 (1) 経営管理システム開発の総合コンサルティング (基本構想の設計から機種選定・開発・運営指導・人材育成まで) (2) ビジネスシステム向ソフトウェアの開発 (3) ネットワーク(グループウェア)システムの開発 (4) FAX-OCRデータエントリーサービス (5) アウトソーシングサービス211 3166000000 https://www.birds.co.jp/ 安田 律夫奥村 康文川瀬 善哉河野 浩之 35.686371 139.741023 332657044 2010001026495 バーズジョウホウカガクケンキュウショ

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社サイクス 本社 03-5825-4340101-0032 東京都千代田区岩本町3-1-10 カネヒロビル 7F株式会社サイクスは、戦略・構築・集客・運用までクライアントのウェブマーケティングをトータルサポートする「マーケティングもできるシステム開発 受託開発会社｣です。こちらのページでは会社概要をご紹介します。info@sics-inc.jp 2011/8/1 門松 直幸運用 制作 WEBサイト システム開発 株式会社サイクス サイクス マーケティング トータルサポート TWEET ウェブマーケティング 紹介 受託開発会社｣ 戦略 システム開発会社 東京神田 サービス 集客 構築 WEBシステム サーバ管理 運用保守 SEO オウンドメディア スマートフォンアプリ サポート業務 アクセス解析 設計 要件定義 企画制作及 サイト分析 コンサルティング 企画 千代田区 ECサイト 制サイト 各種WEBサイト WORDPRESS導入 スマートフォンアプリ等0 Webシステムの開発・Webサイトの制作 要件定義 設計 開発 企画／コンサルティング サイト分析(アクセス解析／SEO 等) 運用保守 サーバ管理 サポート業務 他 スマートフォンアプリの開発 オウンドメディアの企画制作及び運用 サイクスが得意なこと 開発の流れ Tweet システム開発・webサイト(サービス)制作・運用についてお困りなら お気軽にサイクスへご相談ください0 0 https://sics-inc.jp/ 35.694604 139.775781 358254340 8010401095234 サイクス

システム開発 東京都千代田区 セグメント1シナゲート株式会社 本社 03-6413-7735101-0031 東京都千代田区東神田3-6-6 メビュウス高島2F03-6413-7736シナゲート株式会社は2006年5月設立以来、まずはお客様のご要望をじっくりお伺いすること、お客様の目的に合わせた最適なプランをご提案すること、目的を達成するために十分な技術をもってWEBサイトを制作すること、を念頭に仕事に取り組んでおります。2006/5/1 梅原 健 シナゲート株式会社 制作 WEBサイト 念頭 WEBサイト制作事業 WEBシステム開発 東京 システム要件定義 システム開発 プラン WEB制作会社 サポート業務 WEBコンテンツ制作 SEM WEBサイトマネジメント サーバ管理 WEBアプリケーション開発 コンサルティング 設計 プランニング SEO WEBサイト分析 連携 専門スタッフ 高度 大規模業務システム WEB系システム開発6000000 Webシステム開発・Webサイト制作事業 システム要件定義／設計／開発 コンサルティング／プランニング Webサイト分析 SEO・SEM Webコンテンツ制作 Webサイトマネジメント Webアプリケーション開発 サーバ管理 サポート業務0 0 https://www.synergate.co.jp/ 飯田 雄一 35.697427 139.781857 364137735 8010001099222 シナゲート

システム開発 東京都千代田区 セグメント1センターフィールド株式会社東京オフィス03-5846-9629101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目4番5号 インスタイルスクエアS503センターフィールド株式会社の概要と沿革になります。その他、受賞履歴や社会貢献、環境活動をご紹介します。―システム開発、コンサルティングを通して御社を成功に導きます。幅広い業界の法人、業務用システム開発を豊富な実績でご提供します。2003/7/2 富田 祐子センターフィールド株式会社 CENTER FIELD システム開発 システム設計 ソフトウェア開発 ITソリューション アウトソーシングサービス ―システム開発 コンサルティング 成功 私 環境活動 紹介 決済代行 物流支援 カスタマーサービス 業界 業務用システム開発 企画開発30000000 企画開発 システム開発 決済代行 物流支援 カスタマーサービス0 0 https://centerfield.co.jp/ 山田 義樹 35.693959 139.775513 358469629 8120001104771 センターフィールド

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社ハウズ・プラン本社 03-5833-0541101-0031 東京都千代田区東神田2丁目6-9 アルテビル東神田II 8F03-5833-0544 1996/5/2 小澤 一生株式会社ハウズ・プラン ハウズプラン システム開発 見積システム開発 住宅CADシステム開発 各種システム開発 エアライン業務システム開発20000000 住宅CADシステム開発 見積システム開発 エアライン業務システム開発 各種システム開発51 359330000 https://www.howsplan.co.jp/ 小澤 一生 35.695639 139.780272 358330541 5120001068846 ハウズプラン

システム開発 東京都千代田区 セグメント1株式会社EC研究所 03-5281-0711101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2 天心舘ビル3F03-5281-0712EC研究所は効くセルシリーズを提供し、システム開発も行っています。ecken@ecken.co.jp 2005/4/1 松永 義弘会社概要リスト化システム メール一括送信マクロ メール一括送信 マッチングマクロ エクセル excel 関数 マクロ ソート マッチング スーパー検索置換 効くセル 効くセルシリーズ 通信販売 通販 EC システム開発 自動検索システム データベース技術 業務システム構築 株式会社EC EXCEL技術 情報解析技術 ツール開発 完全リアルタイム解析 ＡⅠ高精度解析エンジン搭載 WWW.LISTKEN.COM 専用サイト 自動生成システム 開発ＡⅠ 新規営業向 一斉送信 多数提供 ASP エクセルツール0 (1)システム開発 特に、A I を使った情報解析技術、EXCEL技術、データベース技術などに強みを持つ 業務システム構築、効くセルシリーズ、メール一括送信マクロのツール開発など (2)完全自社開発ＡⅠを搭載した『法人リスト自動検索システム』の開発・提供 新規営業向け 法人リスト自動生成システムの開発・提供 ＡⅠ高精度解析エンジン搭載 完全リアルタイム解析 詳しくは 法人リスト自動検索システムの専用サイト (www.listken.com) をご覧ください0 0 http://www.ecken.co.jp/ 35.694796 139.762936 352810711 2040001030569 イーシーケンキュウショ

FAX営業にも使えます

電話

電話番号で重複削除して出力し

ています

拡大してご覧ください (思いっきり)

・AIは各ユーザごとに専用に設定します。

・指定内容をもとに各ユーザ専用のAIが会社概要ページなどを完全リアルタイムにアクセスして解析するのでいつでも最新です。

・項目がとても豊富です。30項目程度を出力します。

人気項目

社名

部署 郵便

住所 FAX 会社説明 メール

設立年月日

代表者 主要用語 資本金 事業概要 社員数

売上

トップURL 会⾧

副会⾧

副社⾧

専務

常務

監査役

取締役

緯度

経度

電話数字のみ

法人番号

社名カナ

社名英字検索文字

個人名解析AIが出力します。AIな

ので日本名・中国名・英語名・カ

ナ名に対応しています

ホームページには西暦・和暦が混在し

て記載されていますが、すべて西暦に

変換して出力します

ホームページには百万円・億

円など様々な単位で記載され

ていますが、AIがすべて円に

ページ内容をもとに、AIが

重要と思われる用語を抽出

します

複数のページから統合して

出力しますので、トップ

URLを表示します

ユーザが検索したいワードや地

域を指定します。 事業概要に

記載されている用語だと取得率

指定されたワードをもとに、

AIが該当する会社の会社概

要ページなどをアクセスし

人気項目 人気項目

部署名も取得できれば

出力しています

住所解析AIが搭載されているの

で、多少の揺らぎがあっても

出力可能です

営業の方に人気です。ムダ打

ちを減らせ営業の成功率を高

められるとのこと

最近はあまり掲載されなく

なった貴重な項目です

取得できれば出力します。

未記載などの会社は 0と表

示しています

個人名解析AIを搭載したことにより各役職についても出力できる

ようになりました。日本名・中国名・英語名・カナ名に対応して

います。複数名記載の場合は取得した1名を出力

取得できれば出力します。

未記載などの会社は 0 と表

示しています

国土地理院のデータベースを内蔵しAI

が解析するので住所に多少のゆらぎが

あっても出力できます。地図ソフトに

法人番号を出力可能。ユーザ内部の

既存のデータと突き合わせできます

ユーザのご要望により追加。

管理用とのこと 取得できれば出力します

人気項目
人気項目

上場区分

プライム、スタンダー

ド、グロースなどを表

示

拡大してご覧ください (思いっきり)

営業の方に人気です。ムダ

打ちを減らせ営業の成功率

を高められるとのこと

・CSVデータをEXCELで開いたもの

・サンプルのため、約 20件 程度を表示。 実際の出力件数は、1回の検索で 十数件 ～ 100件程度が出力されます。指定するワードや地域によって大幅に変わります。


