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会社名 株式会社doubLe

公式HP http://doubledouble.co.jp/

代表取締役 近藤 嵩

従業員数 85名（2020年6月）

創業 2008年 1月 11日

資本金 5,000万円

本社 〒160-0023  東京都新宿区西新宿 1-22-15

グラフィオ西新宿 9F,12F,13F

事業概要 BtoBリード獲得型メディア『EMEAO!』

会社概要
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専門業者様は負担をかけることなく良質な見込み客を獲得することが可能です

EMEAO!とは

EMEAO!は発注意欲のあるユーザー様を専門業者様にご紹介する

リード送客型のビジネスマッチングサイトです。

お問い合わせ

ヒアリング

ご提案・見積もり提出

ニーズを徹底分析

案件のご紹介

発注者様

専任コンシェルジュ

専門業者様
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データで見るEMEAO!

利用者属性

利用シーン

経営者、スタートアップ経営者、役職者(部課長)、店舗経営者、営業・人事・総務の各担当者、

官公庁・学校職員、NPO法人、マンションオーナー、個人事業主…etc

起業・独立時、オフィス移転時、新規プロジェクト立ち上げ時、

新規導入、機種入替、業者乗り換え、トラブル対応…etc
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問い合わせ件数は右肩上がりに伸びています 掲載業者は半年で約500社へ！
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EMEAO!の対応中カテゴリー

アプリ開発
オフィス・店舗

デザイン
グループウェア

経費精算
システム

スキャニング代行 語学研修

システム開発 オフィス移転 顧客管理システム 給与計算代行 翻訳会社 レンタルWi-Fi

複合機 LED照明 Pマーク・ISO取得 法人資金調達 人事評価システム レンタルオフィス

ビジネスホン
デジタル

サイネージ
清掃会社 給与前払い 勤怠管理システム サーマルカメラ

防犯カメラ ポスティング 原状回復
助成金・補助金

申請代行
決裁代行

業務用エアコン MAツール 消毒・除菌 データ入力代行
POSレジ／
システム

※2020年8月13日時点・カテゴリーは順次増築中
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創業から12年の実績！

WEB集客のノウハウで

豊富な案件を獲得！

コンシェルジュによる

全件ヒアリングを実施！

高品質な案件を確保！

成果報酬体系によって

広告リスクを

極限まで低減します

新規開拓のお悩みは EMEAO!が解決します！

WEBから集客をしたいが

方法がわからない…

冷やかしの案件ばかりだと

疲弊する…

決まった広告費はないので

リスクは押さえたい…
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EMEAO!の問い合わせの9割は検索エンジンを経由

検索エンジンによる集客が90%

① リスティング(検索連動型)広告

② SEO対策(コンテンツマーケティング)

検索エンジンを経由してくる案件の特徴

サービスに関するキーワードを自発的に、直接入力した人に対して

集客を行っているので、「検討の本気度が高い」傾向にあります。
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オウンドメディア『業者選定ナビ』において多数のコンテン

ツを安定的に投下しました。優良業者紹介の「おすすめ業者

ナビ」や、地域ごとの優良業者紹介コンテンツによってユー

ザーへ利便性を高めています。

結果、月間セッション数は右肩上がりに向上。さらに、

Googleのコアアップデートによって高評価され急激にセッ

ション数を伸ばしました。
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SEO対策のプロとして複数のビッグワードで 検索順位1位 を記録

※検索したタイミングによって順位は前後します

🥇複合機 選び方 🥇清掃会社 選び方 🥇日常清掃 東京

🥇防犯カメラ メリット 🥇防犯カメラ リース 相場 🥇ビジネスホン 再リース

🥇デジタルサイネージ 働き方改革 🥇ポスティング 枚数 🥇東京 日常清掃

🥇東京 ビジネスホン リース 🥇千葉 ビジネスホン リース 🥇複合機 業者 選び方

🥇ビジネスホン 業者 費用 🥇倉庫 清掃 🥇日常清掃 東京 おすすめ

🥇japhic p マーク 🥇ポスティング 何枚 枚数 🥇ギリシャ語 翻訳 相場

🥇経費精算システム 準備 導入 🥇会計ソフト 経費精算システム 違い 🥇iso 業者 費用

🥇クレジットカード決済 加盟店手数料 🥇ビジネスホン 相場 🥇防犯カメラ 費用 相場

🥇アラビア語 翻訳 相場 🥇Pマーク コンサル 神奈川 🥇ルーマニア語 翻訳 相場

EMEAO!のSEO上位化キーワード例



10

高品質案件を実現する『全件ヒアリング』

EMEAO!では集客した案件に対して『コンシェルジュ』

が電話で全件ヒアリングを行います。

4割近い案件が要件不十分で差し戻しとなっており、

案件品質が担保されています。

差し戻し

42%

ご紹介

58%
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得意分野をふまえた案件紹介

予算・納期・希望スペック等をヒアリングし事前に設定した条件に合わせて案件をご紹介。

各社様の得意分野にマッチしているので、提案活動もスムーズに実施が可能です。

お問い合わせ

ヒアリング

ご提案・見積もり提出

ニーズを徹底分析

案件のご紹介

発注者様

専任コンシェルジュ

専門業者様
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課金タイミングは案件紹介時のみ

プロモーションのために初期費用や月額固定費

用が掛かる。成果が出ようと出まいとその費用

は持ち出しになってしまう。

費用の大半はEMEAO!から案件紹介した際の

紹介手数料のみ。万が一案件情報が得られな

かった際のリスクはほぼ0です。

通常の施策(テレアポ代行など) EMEAO!の成果報酬制

初期費用 月額費用

紹介手数料案件紹介
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大手企業お問い合わせの実例

※その他事例も豊富にございます。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

No. 企業規模 企業詳細 依頼カテゴリー 相談内容

1 東証一部上場企業 海外展開を行う機械メーカー 消毒・除菌 直販店での新型コロナウィルス対策のため消毒作業を依頼したい。都内旗艦店をまずは考えている。

2 外資系企業 人気SNS運営会社 消毒・除菌
社内で利用している機器中心に消毒と抗菌をお願いしたい。何か月かに一回など定期的に依頼するべきか悩んで

いる。エビデンスのある企業がいるなら優先的に交渉したい。

3 中小企業 大阪府の洋菓子メーカー 清掃会社
新型コロナウィルスの影響で依頼していた業者が撤退してしまった。食品工場の定期清掃を任せられる業者を大

至急探したい。

4 東証一部上場企業 大手農業資材メーカー データ入力 業界的にはがき・FAXでの注文がまだまだ主流。一日最大1,500件の注文が届くので業務効率化したい。

5 東証一部上場企業 大手石油メーカー スキャニング代行
契約書等合計9,800枚の電子データ化を希望。膨大な数なので出張対応いただける企業に依頼したい。社内稟議の

上、一か月以内には早速開始出来ればと考えている。

6 大手団体 全国展開する社労士法人 アプリ開発
顧問先に提供する給与計算アプリを開発したい。既存システムやサービスには不満があるので自社プロジェクト

で進める。

7 東証一部上場企業 国内有数の航空会社 翻訳会社 契約関係で利用する１万文字程度の文書の翻訳。重要資料なので精度を最優先する。

8 中小企業 人気の居酒屋チェーン ポスティング 新型コロナウィルスの影響で落ち込んだ需要を回復したい。店舗から徒歩10分以内を目安に2万部配布を希望。

9 大手企業 人気美容品メーカー 決済代行
通販事業を始めたが現在は振り込みのみの対応になっている。お客様からクレジットカードで決済したいと声を

いただいたので決済サービスの導入を検討している。

10 東証一部上場企業 総合建設会社 デジタルサイネージ
展示会開催の見通しが立ったので当日利用するデジタルサイネージのレンタルを希望している。中々レンタルが

対応できる企業が見つからないのでぜひ紹介して欲しい。
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LED照明お問い合わせの実例①

※その他事例も豊富にございます。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

意思決定者か？ 設置個所 設置本数 希望タイプ お悩み詳細/希望条件 紹介社数

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

共用廊下

内階段など

2本～約70本ほど

蛍光灯タイプ 栃木県にある6階建てのマンション（48世帯）の共用部分（共用廊下や内階段など）の照明の交換。現在はLEDではなく通常の蛍光灯なので、今後の運用のことを考え、

こちらをLEDにした際のコストを提示してほしい。1本あたりの相場価格や導入形態については全く分からない状態なので、本数に応じたお見積りと、購入やリースに

よってどれだけコストが異なってくるのか、といった部分でまずは連絡をしてほしい。既に切れかかっている部分があるのでそちらはなるべく早めに交換したいと考えて

いる。全体での本数の上限はおそらく70本ほどになってくるが、あくまでもほかの部分については金額次第での検討。

2社紹介

意思決定者 オフィス・事

務所

1フロア31器具

（62本）

蛍光灯タイプ オフィスビル内の蛍光灯をLEDに切り替えたい。自社の持ちビルの案件。ラピッドスタート型、三菱製品、36ワット、2本1組。現行の器具はそのままでLEDに取替え希

望。原状回復工事と合わせて9月から10月の間で作業を希望。

5社紹介

意思決定者 ホテル・旅

館・宿泊施設

30器具 蛍光灯タイプ 山の中の別荘地です。現在3０の防犯灯あり。センサー付きLED器具1０VAまたは 20VAに交換設置した場合の見積額を知りたい。（予算立案するため） キャンセル

意思決定者 オフィス・事

務所

30器具30本 蛍光灯タイプ 埼玉県内のオフィス内の蛍光灯をLEDに切り替えたい。希望の型番タイプなどはNML4200EDZLE9、ライトバー40型2500LM。オフィスの広さは約60坪で作業場と事務

所が兼用となっているのでどのように作業していただくのか事前にお伺いしたい。作業希望日は22日（土）または23日（日）。購入費用と工事費用のお見積りをいただ

き、比較検討していきたい。

1社紹介

意思決定者 店舗 40型12本と20型2

本

蛍光灯タイプ 40型12本と20型2本の蛍光灯をLEDに交換した際の費用を知りたい。40型12本のうち、2本は1本ずつ、10本は2本1組。20型は1本×2器で2本。作業対応可能日は日曜日、

祝日以外の日にち。アイリスオーヤマ製品との比較。耐用年数などのクオリティ面と料金を比較したい。天井はやや高め。3メートル弱の部分あり。

2社紹介

意思決定者 病院・福祉施

設

3灯式×4台 蛍光灯タイプ 以前に全面的にLEDにしたが、対応ができていない部分があるのでこちらの施工を依頼したい。機器、製品はこちらで用意しているので、施工工事のみを依頼したい。コ

ストや条件を比較検討して業者の選定を行いたい。

1社紹介

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

111本くらい 提案次第 152室のマンション共用部の照明を全てLEDに切り替えたい。お見積り次第では、廊下と室内ミニキッチンの60ワットの電球151個をLEDに切り替えるかもしれないので

そちらも現地照査していただきたい。購入とリースのどちらかで検討中。食堂のみ装飾の観点で吊り下げ式のものをご提案いただきたい。基本的に今ついているタイプの

ものを踏襲してLEDに切り替えたい。現在の電気代と、LEDに切り替えた後の電気代のシュミレーションもご提示いただきたい。

5社紹介

意思決定者 オフィス・事

務所

1本 その他 建築基準法の関係で、事務所に一室（パーテーションで区切った）一区画に非常用照明を新規で1台設置したいと考えている。不動産管理会社からは【パナソニッ

ク:NNFB91605J】の提案を受けているが、想定より割高に感じている。建築基準法の条件をクリアすることが目的なので、非常用照明であればメーカーや型番などは特に

指定はなし。図面、見取り図はあるので、必要であれば提供も随時可能。

キャンセル

意思決定者 工場・倉庫 6本 その他 工場の天井部分に設置されている水銀灯が六ケ所あるので、こちらをLEDに変更することを検討している（ほぼ確定している）。天井の高さが5m程あるので、高所での

対応が可能な業者であることが条件。メーカーや型番などが不明なので、まずは実際に現場現物を見てタイプを確認した上で、見積もりを提示してほしい。

2社紹介

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

3本 提案次第 4階建てのマンションの共有階段部分の照明をLED照明に交換していただきたい。現在は通常の蛍光灯なので、LEDに切り替える場合のお見積りを取りたい。マンション

はオートロックになっている。現地調査協力OK。

5社紹介

意思決定者 工場・倉庫 8基 投光器（水銀

灯）タイプ

自社工場の水銀灯8基をLEDに切り替えたいと思いご連絡いたしました。先ずはお見積もりをいただいてから比較検討を行い、良い所があれば導入形態や導入時期を話し

合って決めていきたいと考えています。設置後のメンテナンスや緊急時に対応してくださる業者だと有難いです。

4社紹介
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LED照明お問い合わせの実例②

※その他事例も豊富にございます。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

意思決定者か？ 設置個所 設置本数 希望タイプ お悩み詳細/希望条件 紹介社数

意思決定者 オフィス・事

務所

40本 蛍光灯タイプ オフィス内の蛍光灯をLEDに切り替えたい。 3社紹介

意思決定者 その他 200本 蛍光灯タイプ 牧場内に5か所ある牛舎の天井の取り換え（梯子で登ることができる高さ）。LED照明は既に設置されているが保証がきれている。照明が切れることが多々あった為、業

者や照明自体の切り替えを検討している状態。牛舎という特性上、照明が剥き出しの状態だと若干不安な為、カバーがついているタイプが望ましい。設置にかかるコスト

はもちろんだが、フォローやアフターサービスについても概要を提示してほしい。電話連絡は常時対応可能。

4社紹介

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

提案次第 82住戸のマンション共用部（外構含む）の器具更新。※総延床約6,430m2

見積要項書の内容

1見積りの対象は、共用部の照明全てです（集会室、管理室、外構を含む）。2ただし、一部で球のみLEDに交換済みの器具（ダウンライト）や、LED化済みの足元灯など

があります。最終的な更新対象器具は、見積額により検討させていただく予定ですが、全てを更新した場合の見積書をご提出ください。3見積り対象器具更新後の電気料

金削減シミュレーションをご提示ください。4点灯消灯は、現在タイマー制御としていますが、照度センサーを新設した場合の工事費（壱番館と弐番館は別回路です）

を、器具更新とは別に、見積書をご提出ください（センサー設置場所、配線処理方法を付記ください）。5過去5年間の主な工事実績をご提出ください（本件と類似する物

件だけで構いません）。6工事の保証期間（器具、球、工事）を見積書に付記ください。7器具に関する要望（条件）は下記の通りです。(1)現状以上の明るさを維持する

器具であること。(2)球交換（市販されている一般球）が可能である器具であること。(3)球色は、電球色と昼白色（昼光色）が選択できる器具であること。球色は居住者

アンケートを行う予定でので、2種類のデモ設置を一定期間ご協力ください（無償）(4)壱番館エントランス前の庭園灯（3灯）と、弐番館駐車場アプローチの壁面照明（5

灯）については、グレード感を考慮した器具であること。

器具ご提案や購入よりリースのほうがメリットがあるといったことがあればご提案次第で検討可能。

番号非通知の場合は、応答できない場合あり。

お支払条件：工事完了報告書ご提出＆組合側にて内容確認後、翌月もしくは翌々月に指定口座に振り込み

3社紹介

意思決定者 屋外 2基、2本 蛍光灯タイプ 町内の電柱に取付けしている昔の蛍光灯の外灯をLEDに交換したい。だいぶ古くなっており落ちてきて人がケガしないか心配とのこと。価格について調べている段階、過

去にご提案いただいたところが高かったためコスト重視で検討したい。ご連絡いただく際は13時から17時の間は商談が入っているため17時くらいにお電話いただきたいと

のこと。

不成立・適合企業なし

意思決定者 学校・教育施

設

112灯

229灯（うち2灯は

室外用）

蛍光灯タイプ 現在は40wの蛍光灯が付いているそろばん教室で、補助金を受けLEDへの付け替えを検討している。補助金申請は来年の2，3月だが遅くとも年内のうちに、決まればなる

べく早めに導入したい。設置個所が2か所あり、どちらも1灯（2本）の蛍光灯が付いているが明るすぎるため1本外して利用している。w数はそのままで良いが、2本組の

ままにするか1本のみのものに変更するか考えているので、そのあたりを含めて相談できる企業が好ましい。設置対応、相談があるので、なるべく近くの業者から紹介し

て欲しい。

8社紹介

意思決定者 病院・福祉施

設

1本 提案次第 歯科医院入口に屋根を取り付けたので、内側につけるLEDライトを新規設置していただける業者を探しています。 4社紹介

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

50本未満 蛍光灯タイプ 会社で所有している3階建てマンションが2棟あるので、こちらの共有部分の照明をLEDに変更したいと考えている（恐らく1フロアにつき5本ほど）。具体的な本数ワット

数やメーカー、本数などが不明な状態なのでまずは現場をご確認頂いた上で、どのくらいの金額期間で対応可能なのかを提示してほしい。

8社紹介

意思決定者 マンション・

アパート共用

部

546本 提案次第 15階建てのマンションのLED照明見積もり依頼。概算見積書のご提示。既存器具によるLEDランプのみ交換または器具ごとLED照明に交換を希望。工事、LED器具、LED

ランプの保証期間及び省電力の見込み（シミュレーション）もご提示いただきたい。現地調査の対応可能日は平日の水曜日以外。ご連絡いただく際は管理会社にも共有が

できるようにメールでのご連絡希望。ご不明点がありましたらお電話いただけたらお答えいただけるとのこと。

5社紹介
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業務用エアコンお問い合わせの実例

※その他事例も豊富にございます。ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

意思決定者か？ 設置理由 設置箇所 設置台数 お悩み詳細/希望条件 紹介社数

意思決定者 取り換え 商店・物販店舗 2台 5馬力×２台　　DIKIN  天井カセット4方向（ラウンドフロー）希望

20年ほど使っていて結露が気になるため入れ替え検討中

8社紹介

意思決定者 取り換え 工場・倉庫 1台 5馬力×1台　　DIKIN天井吊り下げ式

古いため新しいものに取り換えを検討中

6社紹介

意思決定者 取り換え 工場・倉庫 1台 DAIKIN　吊り下げ型1方向

設置してから10年以上経っており、検年劣化によるガス漏れが故障の原因とみられる。

4社紹介

意思決定者ではない 取り換え オフィス・事務所 9台 現状使用しているものの老朽化に伴い取り換えを検討 3社紹介

意思決定者 取り換え 飲食店舗 1台 DAIKIN　天吊り型4方向 三馬力

9年目になるがエアコンの効きが悪いので取り換えを検討

3社紹介

未回答 キャンセル

意思決定者 増設 飲食店舗 1台 壁掛け型を2台設置しているが効き目が悪いので、天井吊り型を増台したいと考えている。 2社紹介

未回答 キャンセル

意思決定者ではない 修理 その他 1台 天井埋め込み型（馬力数やメーカーは不明）

冷房の効きが悪くなっている状態

1社紹介

未回答 取り換え ホテル・旅館宿泊施設 5台 キャンセル

意思決定者 設置工事のみ 飲食店舗 1台 知り合いのツテをたどってメーカーから直接納品してもらったものの、工事が上手くできないので困り果ててい

る。多少割増料金になっても仕方ないので、設置工事が出来る会社を紹介して欲しい。

2社紹介

意思決定者 取り換え オフィス・事務所 1台 1台壊れてしまっている。馬力不明。ダイキン製、17平米ほどの広さで使っていた。壊れて動かない。 3社紹介

未回答 キャンセル

意思決定者 取り換え 商店・物販店舗 1台 天井埋め込み型、四方向タイプ、故障のため入れ替えたい。 3社紹介

意思決定者 取り換え 病院・福祉施設 1台 天井埋め込み型、故障したので入れ替えたい。 1社紹介

意思決定者 取り換え 病院・福祉施設 2台 DAIKIN　天井埋め込み4方向 7社紹介

意思決定者ではない 修理 オフィス・事務所 1台 天井埋め込み型

メーカー:ダイキン

型番:BYBCJ56LF

故障したので交換機某

3社紹介
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ご契約・案件紹介までの流れ

カスタマーサクセス担当・編集担当が対応営業担当者が対応

※弊社所定の事前審査を実施いたします。

※審査によって不合格となった場合は掲載ができかねますのでご容赦ください。
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ご契約の注意事項

お申し込み後の途中解約、休止、開始時期の延長はできません。

契約期間は６か月契約・２か月前解約申請のみとなっております。

お支払いサイトは20日締めの翌月末払いとなっております。

企業PRページ執筆後５営業日を経過した場合は掲載を開始する場合がございます。

ご契約前に、こちらをご確認ください
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最後までご覧いただきありがとうございました！

Thank You!

EMEAO!は売上アップを目指されるすべての事業者様の味方です。

もし少しでも興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問合せください！

（担当直通・土日祝を除く9:30～18:00まで）

担当：EMEAO!運営事務局田村宛

03-6701-8306


