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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。



8

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

アプリ 種類 アプリ開発予算 ゲームアプリ開発外注
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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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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。



14

アプリ開発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？ アプリのジャンル アプリの種類 デバイス アプリ利用者 開発内容詳細 紹介社数

意思決定者 その他 ネイティブアプリ iOS,Android コンシューマー向け 〇〇〇というアプリを作ってほしい。 学校と保護者が連絡を取れるようにするアプリ『〇〇〇セット』 5社紹介

未回答 SNS（社内ツール・マッチング

アプリなど）

未回答 コンシューマー向け バイクツーリング仲間を募り　googleマップを活用した、マッチングアプリを作りたいです 8社紹介

未回答 画像編集（写真加工・イラスト

制作など）

ネイティブアプリ iOS Android コンシューマー向け スマホで服の写真を撮ってそれを自動切り取りして場所(部屋やクローゼットなど)を登録し、その洋服をどこに閉まったかわかるような機能のアプリを開発したい。スマホ

で洋服を撮って実際に洋服を着なくてもどのような色合いになるかわかるようにしたい。画像処理機能が必要だとは考えている。

キャンセル等

意思決定者ではない 業務系（勤怠管理・名刺管理な

ど）

提案次第 コンシューマー向け スマホやタブレットの二次元コード(QRコード)リーダーソフトを使用して、自動車の車検証へ印刷している二次元コードを同時に読み取り、あるシステム画面の入力項目に

自動セットする。

キャンセル等

意思決定者ではない SNS（社内ツール・マッチング

アプリなど）

ネイティブアプリ IOS、Android コンシューマー向け ・医療電子機器を扱っている患者様がしっかりと意図した使い方ができているのかを医療従事者と確認ができるアプリ。・情報漏洩の観点からログイン機能を付けたい。

4社紹介

意思決定者 その他 ネイティブアプリ iphone,Android コンシューマー向け セルフコーチングアプリ。インターフェースとしてチャット（LINE等）に近いもの。ユーザーがプラン/コース（無料/有料あり。例：「苦手な方との対話対策講座10日

間」）を選択し、決められた時間に疑似チャットUIから自動的にチャット（定型文）が送られてくる（例：「まず苦手な方を思い浮かべてください」「今日は○○について

対話してみましょう」など）ようなアプリ。プリの詳細に関しては契約時に別途お伝えします。無料と有料のコースを用意。月々GooglePlay、Appストアから決済予定。決

済は別業者への依頼ではなく、アプリの開発と並行して導入してもらいたい。 8社紹介

意思決定者ではない ショッピング（EC通販・クーポ

ンなど）

ネイティブアプリ IOS、Android コンシューマー向け 弁当、お惣菜、コンビニで売られている商品の宅配サービスで使う受発注ができるアプリ。・ユーザーは限定的な顧客。

・決済システムに関しては相談して決めたい。 3社紹介

意思決定者 学習・教育（クイズ・辞書な

ど）

ネイティブアプリ iphone,Android、タブレットコンシューマー向け 生徒向けに漢方の用語辞典が搭載された学習アプリの開発を希望。イメージとしては漢方医学に特化したペーパーレスの辞書のような機能。・ユーザーは生徒のみ（日本人

が95％、海外にいる日本人5％）。

・決済機能は不要。 8社紹介

意思決定者 SNS（社内ツール・マッチング

アプリなど）

ネイティブアプリ IOS、Android コンシューマー向け ゴルフに特化したマッチングアプリの制作を検討しているので、制作運営に関する見積もり概要を提示してほしい。よくあるような婚活や交際を前提としたようなマッチン

グアプリではなく、「安全」「安心」「健全」をイメージにしたサービスを展開したいと考えている。会員登録（自己紹介やプロフィール画像など。いいね機能などは検討

していない）が必須であり、登録の際には免許証やパスポートを使用したものを予定。男性会員から女性会員にメッセージを送る場合のみ課金が発生するようにしたいと考

えているが、この辺は追々変更する可能性もあり。位置情報や現在位置機能などは不要で、まずはエリアを指定してメッセージでやり取りを行うような形態を想定会員登

録、決済機能は搭載したい。デザインも依頼したい。 8社紹介

意思決定者 業務系（勤怠管理・名刺管理な

ど）

WEBアプリ 社内向け 勤怠管理と人事評価機能のあるアプリ

5つほどの項目があり勤怠状況や提出物の提出状況、社内連絡を確認しているかどうかなどの評価を集計、算出して結果を出して通知してくれる。Jスコアなどに近いと思っ

ている。

不成立・適合企業なし

未回答 未回答 未回答 社内向け 学校用のアプリ、一般の方が動画を投稿出来るようにしたい。他社にで一か月前くらいから頼んでるが、動画アップした後に視聴するのにワンクッションおかないと見れな

いので作り直しを検討している。
5社紹介

意思決定者ではない 未回答 未回答 スマートフォン コンシューマー向け 会員向けアプリ 不成立・適合企業なし

意思決定者 その他 提案次第 コンシューマー向け ホテルなどの予約管理が出来るアプリを考えている。ブッキングドットコムなどのように予約などができて、そこからさらにアレルギー情報や誕生日のサプライズなどの備

考的な情報を入力ができて予約ができるシステムを考えている。そしてその情報をシステムが記憶し次に予約した際もアレルギー情報がホテルのほうに送られる機能がある

よい。最終的にバーコード決済やバーコードでチェックインなどもできるようにしたい。

キャンセル等

意思決定者 ゲーム ネイティブアプリ Android、Web コンシューマー向け 「ペグソリティア」のようなアプリが作りたい。 不成立・適合企業なし

意思決定者 SNS（社内ツール・マッチング

アプリなど）

ネイティブアプリ iPhone,Android コンシューマー向け ぺアーズのようなアプリ 3社紹介
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システム開発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？ 依頼者の業種 システムの種類 予算規模 開発内容詳細 紹介社数

未回答 販売・仕入れ・在庫管理 HPのご契約いただいたお客様のシステム構築依頼になります。 お手数ですが、実際の管理画面をゲストユーザーとして共有いたしますので、ご確認の上お見積りを頂ければ幸いです。 キャンセル

意思決定者ではない 漢方薬原料を取り扱

う、医薬品製造企業

販売・仕入れ・在庫管理 500万円 漢方薬原料を取り扱う、医薬品製造企業です。現在、ある業者が開発をしたFileMakerを使用した社内システムがあり、同システムの改善を同開発業者で模索しているが、意思疎通がうまくいかず業者の変更を検討。社内シス

テムは買い取っていて自社のもの。予算500万円は上限ではない。

納期目安、2021年10月（必須ではない）。上記には含みませんが、将来的には、売掛金管理、請求書発行も視野に入れております。

7社紹介

意思決定者 コンピュータソフト開

発・販売

販売・仕入れ・在庫管理 300万前後までは視野

に入れています

弊社はコンピュータソフト開発販売を生業にしています。現在作成中のソフトに関してvg.netかクラウドのシステムを使用して開発の一端を担ってくださる業者を探しています。詳しい内容などに関しては業者の方に直接お話

しさせていただきたいです。翌年の1～2月までにはシステムが完成すると有難いです。少し特殊な内容ですが専門知識は特に必要ないものになります。
3社紹介

意思決定者 パレットのレンタル事

業

顧客管理・営業管理 3000万円～ 自社サービス販売用システムの開発依頼。これからシステム開発をお願いしようとしているベンダーのレスポンスが鈍く、このままではシステムの展開が遅れてしまう可能性があるため別の会社様でスピーディにご対応いた

だけるところを探している。弊社サービスを利用している顧客又は、このシステムそのものを利用したいというお客様のニーズに対し、動体管理システムをＷＥＢ上でお使いいただく形の要件。イメージとしては商品をレン

タルしている顧客についてWEBで動体の位置情報を確認でき、かつ自社でも位置情報を確認することで、10日間だけ貸し出すものが10日間以上経過しても戻ってこないといった長期滞留を認識できるようにしたい。業務要件

はある程度固まっており開発費用に関しては1000万円、2000万円を超えてくることを前提としており3000万円以上はかかるのではないかと見ている。また、別件でQRコードを商品に登録することで良品と廃棄品を選別できる

ような社内用のシステムの構築も考えているためご対応可能であればこちらもお願いしたい。

6社紹介

意思決定者ではない 一般貨物運送事業 顧客管理・営業管理 200万（追加機能や提

案などに応じて若干

変動する可能性あ

り）

現在使っているシステムがWindow8.1でしか動作せず、対応可能なPCが限られている。これを複数の箇所（ノートPC）で確認入力できて、なおかつ汎用性の高いクラウド型のシステムに作り替えたいと考えている。ドライ

バーの日報（倉庫に向かったドライバーと、倉庫から戻ってきたドライバーがわかるようになっているので、作業工程や記録が残るようになっている）。お客様からの依頼書を入力することで一つの明細が出来上がる。その

明細に作業工程や金額等を入力して、請求書や売上集計表などが出力できるようになっている。今後は倉庫に関する事業展開も検討しているので、そちらでも汎用が効くようなシステムにできればなお望ましい（在庫管理な

ど）。予算は200万円と入力しているが、追加機能や提案などに応じて若干変動する可能性あり。ただ、どのくらいのコストがかかるのか見当がつかないので、まずは概算でも良いので見積もりを出してほしい。

4社紹介

意思決定者 リストマーケティング

事業

顧客管理・営業管理 1000万～1500万円程

度

今回開発を依頼したいシステムは、「LINE公式アカウントのマーケティングシステム」※引継ぎ、新規追加機能開発の案件。領域としてはセールスオートメーション（SFA）、顧客関係管理（CRM）。WEBサービスとして展

開し、収益化を考えている。システムの構想としては、LINE公式アカウントを使って、「教育販売アフターフォローを自動化」を当システムで完結できるようにしたい。その為に必要なメイン機能として、1.ステップ配信機

能、2.セグメント配信機能が必要。ステップ配信は、予め作成したシナリオを自動配信する仕組み。更にセグメント機能で対象とするユーザを絞り込んで配信することで、開封率CVの向上、セールス、アフターフォロー等の

自動化、効率化を可能にする。マーケティングを専門とする方がいないことを想定して、バイトの方でもスグに機能を覚え、簡単に直感的に操作できるようなシステムにしたい。その上で、既存のシステムは、パッと見て構

えるような設計になっていたり、操作が難しく、使いこなせない物が多い。そこで、ユーザー目線で1からシステムを構築し弊社システムを利用して事業を伸ばしてもらえるようなサービス展開をしていきたい。

3社紹介

意思決定者 写真撮影、写真販売 顧客管理・営業管理 100万円から300万円 カメラで撮影したデータのファイル名をその場でランダムなパスワードに変換できるシステムの作成をお願いしたい。（データ加工システム）

お客様の情報を守るといった観点で情報管理システムといったものに近いが、お客様のファイル名が隠せるようなものがよい。デバイス（スマホなど）から都度確認ができるようなものが良い。ご提案次第ではあるが開発時

期は早ければ早いほど良い。まずは費用と納期をお伺いしたい。

1社紹介

意思決定者 温浴施設 その他 100万円ほどで検討 温浴施設開業者。温浴施設において、PASMOやスイカを用いた解錠課金システムを導入したいと考えております。一連をキャッシュレスで行うような形態となります。脱衣所の前にドアがあり、そこにPASMOスイカ（場合

によってはクレジットカード）をかざすことで、ドアが開いて入場できるようなもの。解錠システムは【akerun】を検討しているのですが、こちらは開錠のみで課金には対応しておりません。この【akerun】のシステムと併

用連動して施設内での支払い課金ができるようにするか、あるいは一つのシステムでドアの開錠と施設内での課金の両方に対応できるようにするか検討している段階です。

キャンセル

意思決定者ではない 太陽光発電事業 その他 1000万円以上の提案

でも検討可能

システム開発に関して、初めてのご依頼。太陽光発電を一括管理できるシステムを開発したい。要望したい機能は、電気の販売先管理、太陽光発電パネル設置先の土地代確認及び管理、遠隔監視カメラの映像確認、請求書発

行、社内と導入先のお客様でシステムを確認できるようにしたい。他社にて1000万円の見積もりをもらったが、上記内容で費用感の相場が分からないため、比較検討したい。
2社紹介

意思決定者 宿泊施設 その他 1000万

（補助金申請も検討

中）

建物内の情報をつなぐシステムを導入したい。下記、現在検討中のシステムの一部内容：

温泉の温度を一定に保つシステム（制御システム）、食事の注文システム（各部署に送信）、宿泊予約、会計システム等。

箱根のためネットワーク環境が不安定。仮にお風呂等にシステムを付けるとしたら、そもそも可能か？

1社紹介

意思決定者ではない 食品メーカー WEBサービス 100万から300万円 社員全員が投稿可能な、業務改善や新製品アイディアを募る社内向けシステムを検討中。クラウドファンディングのように提案が掲載され、良いと思った提案にお金ではなく「いいね」をし、一定数の「いいね」が獲得でき

れば実行に向けて動き出すようなイメージ。基本はスマートフォン（IOS）からの投稿を前提としており、メルカリのアプリのような画面や文字の配置、写真の投稿、コメントができるようなイメージ。ジャンルに分けてそれ

ぞれ投稿できるフォーマットがあり、匿名で投稿ができる社内SNSのような形式。製作から運用開始までの流れ。9月10日までに企画、立案いただく。9月末までに完成図をいただく。10月に役員に相談。10月以降に委託し年

内に決済。2021年4月にテスト導入。5月本格始動。100万円から300万円の範囲でどれくらいのものができるのかお伺いし、料金、クオリティ面を踏まえて最終的に役員向けに提案内容、予算を含めたコンペ形式となる可能性

が高い。

2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


