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【資料】不動産テック企業・サービス一覧 
 

 

本資料は、日本の不動産テック企業・サービスについて、その概要を 2017年 7月末時点の各社ホームペー

ジ上の公開情報をもとに整理したものである。 

企業・サービスのリスト化にあたっては、リマールエステート株式会社、川戸温志氏、株式会社 QUANTUMに

より作成された「不動産テック業界 カオスマップ」1、および日本経済新聞、エコノミスト、CNET Japan、

Internet Watch、ITmedia、住宅新報、不動産流通研究所不動産ニュース、全国賃貸住宅新聞、新建ハウジン

グ、リフォーム産業新聞など、各種メディアでの紹介記事を参考にした。 
（以下順不同、敬称略） 

■VR(Virtual reality) 

オンライン内見 

株式会社 Tryell （トラ

イエル） 

オンライン経由での不動産内見を可能にしたライブチャットによる内見システム「オンライン内

見」。 

http://tryell.co.jp/ 

VR内見 

ナーブ株式会社 

バーチャルリアリティシステムにより店舗での内見を可能にする「VR内見」。ショッピングモー

ルや大規模商業施設などに設置できる、VR遠隔接客無人店舗「どこでもストア」（株式会社フォ

ーメンバーズへの提供）。 

http://www.nurve.jp/ 

iLMiO AR 

株式会社リビングスタ

イル 

スマートフォンのカメラを使い、画面に映し出された自分の部屋などの現実の空間に 3D データ

の家具を配置して試すことができる AR（拡張現実）の技術を利用したアプリ「iLMiO AR」。 

https://www.livingstyle.co.jp/ 

DVERSE 建築／設計／デザイン向け VRソフトウェア「SYMMETRY（シンメトリー）」の開発・提供。 

http://dverse.me/ 

Jones Lang LaSalle VR技術を駆使したオフィステナント仲介を支援するサービス「JLL Smart Office」。 

360°方向で撮影した画像とデジタル技術を活用し、バーチャルに施設内覧が可能なデジタルツ

ール「360」。 

http://www.joneslanglasalle.co.jp/ 

みらいえ 360 

株式会社イー･ビジョ

ン 

RICOH THETA で撮影された 360 度パノラマ画像を、スマホサイトと PC サイト上で閲覧するサー

ビス。ホームページで手軽に 3D内見が可能。 

https://miraie-net.com/360/ 

 

■IoT 

Qrio株式会社 スマートフォンで鍵の操作をできるようにするデバイス「Qrio Smart Lock」、モノとスマホをつ

なげるスマートタグ「Qrio Smart Tag」。 

https://qrio.me/ 

Akerun 

株式会社フォトシンス 

スマートロック「Akerun」と、Akerunオンライン鍵管理システムの開発・提供。 

http://photosynth.co.jp/ 

NinjaLock 

株式会社ライナフ 

鍵の上から取り付けるスマートロック「NinjaLock」。 

https://www.ninjalock.me/ 

SESAME 

CANDY HOUSE, Inc. 

スマートロック「SESAME」。 

https://candyhouse.co/ 

Safie 

セーフィー株式会社 

いつでもどこでもスマホで確認できるクラウド録画型防犯カメラ「Safie」。 

https://safie.link/ 

                                                      
1 プレスリリース：http://limar.co.jp/wp-content/uploads/2017/07/8b445bc11ffa7f3b50d99cd13a328f91.pdf 

特集  不動産テックの動向  
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【資料】不動産テック企業・サービス一覧 
 

 

本資料は、日本の不動産テック企業・サービスについて、その概要を 2017年 7月末時点の各社ホームペー

ジ上の公開情報をもとに整理したものである。 

企業・サービスのリスト化にあたっては、リマールエステート株式会社、川戸温志氏、株式会社 QUANTUMに

より作成された「不動産テック業界 カオスマップ」1、および日本経済新聞、エコノミスト、CNET Japan、

Internet Watch、ITmedia、住宅新報、不動産流通研究所不動産ニュース、全国賃貸住宅新聞、新建ハウジン

グ、リフォーム産業新聞など、各種メディアでの紹介記事を参考にした。 
（以下順不同、敬称略） 

■VR(Virtual reality) 

オンライン内見 

株式会社 Tryell （トラ

イエル） 

オンライン経由での不動産内見を可能にしたライブチャットによる内見システム「オンライン内

見」。 

http://tryell.co.jp/ 

VR内見 

ナーブ株式会社 

バーチャルリアリティシステムにより店舗での内見を可能にする「VR内見」。ショッピングモー

ルや大規模商業施設などに設置できる、VR遠隔接客無人店舗「どこでもストア」（株式会社フォ

ーメンバーズへの提供）。 

http://www.nurve.jp/ 

iLMiO AR 

株式会社リビングスタ

イル 

スマートフォンのカメラを使い、画面に映し出された自分の部屋などの現実の空間に 3D データ

の家具を配置して試すことができる AR（拡張現実）の技術を利用したアプリ「iLMiO AR」。 

https://www.livingstyle.co.jp/ 

DVERSE 建築／設計／デザイン向け VRソフトウェア「SYMMETRY（シンメトリー）」の開発・提供。 

http://dverse.me/ 

Jones Lang LaSalle VR技術を駆使したオフィステナント仲介を支援するサービス「JLL Smart Office」。 

360°方向で撮影した画像とデジタル技術を活用し、バーチャルに施設内覧が可能なデジタルツ

ール「360」。 

http://www.joneslanglasalle.co.jp/ 

みらいえ 360 

株式会社イー･ビジョ

ン 

RICOH THETA で撮影された 360 度パノラマ画像を、スマホサイトと PC サイト上で閲覧するサー

ビス。ホームページで手軽に 3D内見が可能。 

https://miraie-net.com/360/ 

 

■IoT 

Qrio株式会社 スマートフォンで鍵の操作をできるようにするデバイス「Qrio Smart Lock」、モノとスマホをつ

なげるスマートタグ「Qrio Smart Tag」。 

https://qrio.me/ 

Akerun 

株式会社フォトシンス 

スマートロック「Akerun」と、Akerunオンライン鍵管理システムの開発・提供。 

http://photosynth.co.jp/ 

NinjaLock 

株式会社ライナフ 

鍵の上から取り付けるスマートロック「NinjaLock」。 

https://www.ninjalock.me/ 

SESAME 

CANDY HOUSE, Inc. 

スマートロック「SESAME」。 

https://candyhouse.co/ 

Safie 

セーフィー株式会社 

いつでもどこでもスマホで確認できるクラウド録画型防犯カメラ「Safie」。 

https://safie.link/ 

                                                      
1 プレスリリース：http://limar.co.jp/wp-content/uploads/2017/07/8b445bc11ffa7f3b50d99cd13a328f91.pdf 

特集  不動産テックの動向  

  

 

HomeWatch 

大崎電気工業株式会社 

スマートホームを実現する IoTサービス「HomeWatch」。遠隔からスマートフォンで家電製品を制

御、室内の環境状態の確認、ドア・窓開閉センサーなど。 

https://promotion.homewatch.jp/ 

TATERU kit 

株式会社 Robot Home 

賃貸経営向け IoTの提供。タブレット型ゲートウェイ「CENTRAL CONTROLLER」、開閉・揺れを検

知して外出中でもアプリにお知らせ「WINDOW SECURITY」、家の環境を状態取得し機器を遠隔操作

できるリモコン「NATURE SENSOR REMOTE CONTROLLER」など。 

https://www.robothome.co.jp/ 

iNORTH KEY 

株式会社リクル－トホ

ールディングス 

不動産管理に特化したオンライン鍵管理システム「iNORTH KEY(イノースキー)」。 

https://key.inorth.jp/info/ 

 

■物件情報・メディア 

LIFULL HOME'S 

株式会社 LIFULL 

不動産・住宅情報の総合サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」。全国の不動産会社な

どから集めた情報を、webサイトや電話相談などを通して、最適な形で提供。 

http://www.homes.co.jp/ 

SUUMO(スーモ) 

株式会社リクルートホ

ールディングス 

全国のマンション、一戸建て、土地などの販売・売却情報から賃貸・リフォームまで、住まいに

関する不動産総合ポータルサイト「SUUMO(スーモ)」。 

http://suumo.jp/ 

at home 

アットホーム株式会社 

賃貸、マンション、一戸建てなど、住まいの物件に関する情報の他、土地、不動産の購入情報や

不動産投資、不動産売却・査定などあらゆる不動産情報を掲載。 

http://www.athome.co.jp/ 

TALKIE 

アットホーム株式会社 

気になっているマンションの最新ニュースやその街の情報がタイムラインに送られてきたり、物

件の担当者とチャット形式で簡単に連絡できる。（株式会社グッドパッチとの共同事業） 

https://talkieapp.jp/ 

ハウスコム 

ハウスコム株式会社 

賃貸物件（マンション･アパート・一戸建て）検索サイト「ハウスコム」。 

http://www.housecom.jp/ 

HEYAZINE 

イタンジ株式会社 

管理会社や元付け会社とエンドユーザを直接つなげる、賃貸情報ポータルサイト「HEYAZINE（ヘ

ヤジン）」。 

http://heyazine.com/ 

RoomClip 

Tunnel株式会社 

スマホアプリ/webメディア、「RoomClip（ルームクリップ）」。 

http://roomclip.jp/ 

カウル 

株式会社 Housmart 

中古マンション売買サイト「カウル」。 

http://housmart.co.jp/ 

tsukuruba 

株式会社ツクルバ 

中古住宅に特化した流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」、シェアードワークプレイス

「co-ba（コーバ）」、貸切専門パーティスペース「hacocoro（ハココロ）」（※株式会社アプトと

の共同事業）など。 

http://tsukuruba.com/ 

マンションマーケット 

株式会社マンションマ

ーケット 

マンションに特化した相場情報サイト「マンションマーケット」。中古マンションの売却に特化

した仲介サービス「スマート売却」（東京 23区内のみ）。 

https://mansion-market.com/ 

住まいサーフィン 

スタイルアクト株式会

社 

マンションの新築価格と中古価格を膨大なデータを元に沖式時価として予想し、マンションの適

正価格判断や資産価値判断を行う。 

https://www.sumai-surfin.com/ 

東京カンテイ マンシ

ョンライブラリ 

マンション専門家に相談や、鑑定の依頼を行う事ができる情報サイト。 

https://mansionlibrary.jp/ 

マンションノート 

株式会社レンガ 

マンションの口コミサイト「マンションノート」。 

https://www.mansion-note.com/ 
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マンションレビュー 

株式会社グルーヴ・ア

ール 

価格相場、価格履歴、マンションランキング、口コミが確認出来る不動産・住宅情報サイト「マ

ンションレビュー」。 

http://www.mansion-review.jp/ 

いえーるコンシェル 

iYell株式会社 

不動産会社の口コミサイト「いえーる コンシェル」。 

https://iyell.jp/ 

 

■ローン・保証 

WhatzMoney 

WhatzMoney株式会社 

日本で契約できる 16,000 超の住宅ローンから、最適な住宅ローンを提案するサービス

「WhatzMoney（ワッツマネー）」。 

https://whatzmoney.com/ 

株式会社 MFS 住宅ローン借り換えアプリ「モゲチェック」、住宅ローンショップ「モゲチェック・プラザ」、住

宅ローンクレジットスコア「モゲスコア」。 

http://www.mortgagefss.jp/ 

ARUHI 

アルヒ株式会社 

住宅ローン専門金融機関 ARUHI。インターネットから住宅ローンの事前審査や借り換えの申し込

みができる「ARUHIダイレクト」など。 

https://www.aruhi-corp.co.jp/ 

 

■シェアリング 

akippa 

akippa株式会社 

全国の空いている月極や個人の駐車場をシェアできるサービス「akippa」。オンラインで駐車場

を検索・予約することが出来る。 

https://www.akippa.com/ 

軒先パーキング 

軒先株式会社 

全国の空き駐車場の予約サービス「軒先パーキング」。空いている自宅の駐車場や月極駐車場な

どを初期費用 0円で空いている時だけ貸し出すことができる。 

https://parking.nokisaki.com/ 

Spacee 

株式会社スペイシー 

レンタルスペースや貸し会議室をロケーション、時間、人数に合わせて検索・予約できるサイト

「Spacee（スペイシー）」。 

https://www.spacee.jp/ 

スマート会議室 

株式会社ライナフ 

スマートロックを活用した貸会議室運営システム「スマート会議室」。 

https://www.smartkaigisitsu.net/ 

スペースマーケット 

株式会社スペースマー

ケット 

貸し会議室から民泊まで、空いているスペースを貸し借りできる Webプラットフォーム「スペー

スマーケット」。 

https://spacemarket.com/ 

SHOPCOUNTER 

株式会社 COUNTERWORKS 

ポップアップショップや展示会など、イベントにおすすめの空きスペースをお持ちの方とスペー

スを短期で利用したい方のマッチングサービス「SHOPCOUNTER」。 

https://shopcounter.jp/ 

AirSalon 

株式会社 Airsalon 

フリーの美容師がスポットで必要な日時の面貸し美容室の空席を探すことができるサービス

「AirSalon」。 

https://airsalon.net/ 

ソーシャルアパートメ

ント 

株式会社グローバルエ

ージェンツ 

住まいを通したソーシャルネットワークの「場」として、交流用のラウンジを付帯した住宅形態

「ソーシャルアパートメント」を提供。 

https://www.social-apartment.com/ 

Airbnb 

Airbnb, Inc. 

世界中のユニークな宿泊施設をネットや携帯やタブレットで掲載・発見・予約できるコミュニテ

ィー・マーケットプレイス「Airbnb」。 

https://www.airbnb.jp/ 

STAY JAPAN 

とまれる株式会社 

自治体の認可を得た公認民泊のサイト「STAY JAPAN」。 

https://stayjapan.com/ 
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マンションレビュー 

株式会社グルーヴ・ア

ール 

価格相場、価格履歴、マンションランキング、口コミが確認出来る不動産・住宅情報サイト「マ

ンションレビュー」。 

http://www.mansion-review.jp/ 

いえーるコンシェル 

iYell株式会社 

不動産会社の口コミサイト「いえーる コンシェル」。 

https://iyell.jp/ 

 

■ローン・保証 

WhatzMoney 

WhatzMoney株式会社 

日本で契約できる 16,000 超の住宅ローンから、最適な住宅ローンを提案するサービス

「WhatzMoney（ワッツマネー）」。 

https://whatzmoney.com/ 

株式会社 MFS 住宅ローン借り換えアプリ「モゲチェック」、住宅ローンショップ「モゲチェック・プラザ」、住

宅ローンクレジットスコア「モゲスコア」。 

http://www.mortgagefss.jp/ 

ARUHI 

アルヒ株式会社 

住宅ローン専門金融機関 ARUHI。インターネットから住宅ローンの事前審査や借り換えの申し込

みができる「ARUHIダイレクト」など。 

https://www.aruhi-corp.co.jp/ 

 

■シェアリング 

akippa 

akippa株式会社 

全国の空いている月極や個人の駐車場をシェアできるサービス「akippa」。オンラインで駐車場

を検索・予約することが出来る。 

https://www.akippa.com/ 

軒先パーキング 

軒先株式会社 

全国の空き駐車場の予約サービス「軒先パーキング」。空いている自宅の駐車場や月極駐車場な

どを初期費用 0円で空いている時だけ貸し出すことができる。 

https://parking.nokisaki.com/ 

Spacee 

株式会社スペイシー 

レンタルスペースや貸し会議室をロケーション、時間、人数に合わせて検索・予約できるサイト

「Spacee（スペイシー）」。 

https://www.spacee.jp/ 

スマート会議室 

株式会社ライナフ 

スマートロックを活用した貸会議室運営システム「スマート会議室」。 

https://www.smartkaigisitsu.net/ 

スペースマーケット 

株式会社スペースマー

ケット 

貸し会議室から民泊まで、空いているスペースを貸し借りできる Webプラットフォーム「スペー

スマーケット」。 

https://spacemarket.com/ 

SHOPCOUNTER 

株式会社 COUNTERWORKS 

ポップアップショップや展示会など、イベントにおすすめの空きスペースをお持ちの方とスペー

スを短期で利用したい方のマッチングサービス「SHOPCOUNTER」。 

https://shopcounter.jp/ 

AirSalon 

株式会社 Airsalon 

フリーの美容師がスポットで必要な日時の面貸し美容室の空席を探すことができるサービス

「AirSalon」。 

https://airsalon.net/ 

ソーシャルアパートメ

ント 

株式会社グローバルエ

ージェンツ 

住まいを通したソーシャルネットワークの「場」として、交流用のラウンジを付帯した住宅形態

「ソーシャルアパートメント」を提供。 

https://www.social-apartment.com/ 

Airbnb 

Airbnb, Inc. 

世界中のユニークな宿泊施設をネットや携帯やタブレットで掲載・発見・予約できるコミュニテ

ィー・マーケットプレイス「Airbnb」。 

https://www.airbnb.jp/ 

STAY JAPAN 

とまれる株式会社 

自治体の認可を得た公認民泊のサイト「STAY JAPAN」。 

https://stayjapan.com/ 

HomeAway 

HomeAway, Inc. 

旅行先での滞在場所を探す"ゲスト"と、休日の家として貸し出しのできるスペースを持つ現地の

"ホスト"をつなげる、ソーシャルマーケットプレイス「HomeAway（ホームアウェイ）」。 

https://www.homeaway.jp/ 

 

■クラウドファンディング 

OwnersBook 

ロードスターキャピタ

ル株式会社 

不動産特化型クラウドファンディングサービス「OwnersBook」。 

https://www.ownersbook.jp/ 

Crowd Realty 

株式会社クラウドリア

ルティ 

不動産に特化した投資型クラウドファンディング・マーケットプレイス「Crowd Realty（クラウ

ドリアルティ）」。 

https://www.crowd-realty.com/ 

TATERU FUNDING 

株式会社インベスター

ズクラウド 

1 口 10 万円からの不動産投資クラウドファンディング「TATERU FUNDING（タテルファンディン

グ）」。 

https://www.tateru-funding.jp/ 

Lucky Bank 

ラッキーバンク・イン

ベストメント株式会社 

不動産特化型ソーシャルレンディング「Lucky Bank」。 

https://www.lucky-bank.jp/ 

LC LENDING 

株式会社LCレンディン

グ 

不動産に特化したソーシャルレンディングプラットフォーム「LCレンディング」。 

https://www.lclending.jp/ 

maneo 

maneo マーケット株式

会社、maneo株式会社 

お金を借りたい人（借り手）と貸したい人（投資家）をマッチングする「ソーシャルレンディン

グサービス」のサイト「maneo」。 

https://www.maneo.jp/ 

 

■マッチング 

おうちダイレクト 

Yahoo! JAPAN、ソニー

不動産 

オーナーが直接物件を売り出せる不動産売買プラットフォーム「おうちダイレクト」。 

https://realestate.yahoo.co.jp/direct 

IKURA 

GMO ソリューションパ

ートナー株式会社 

相続不動産のクローズドオークションサイト「IKURA（イクラ）」。 

https://gmo-sol.jp/ikura/ 

スマウリ 

株式会社日京ホールデ

ィングス 

売りたい個人と購入したい企業がどちらも無料で利用できる、事業者をネットワーク化した不動

産オークションシステム「スマウリ」。 

http://sumauri.jp/ 

さてオク 

株式会社 KT 

買取り専門の業者による不動産買取査定、買取オークションサイト「さてオク」。 

https://sateoku.jp/ 

ietty（イエッティ） 

株式会社 ietty 

オンライン接客型の賃貸物件の仲介サイト「ietty（イエッティ）」。 

https://ietty.me/ 

じぶん仲介 

株式会社スタイリィ 

つぎの入居者といまの入居者が情報を交換できる、お部屋のマッチングサービス「じぶん仲介」。 

https://www.jibun-chukai.jp/ 

直談.com 

リーディング株式会社 

通常の不動産契約に加え、借り手と貸し手が直接契約できる不動産ポータルサイト「直談.com」。 

http://www.jikadan.com/ 

ウチコミ！ 

アルティメット総研 

大家さん自身が直接物件 PRを掲載し入居希望者と交渉できる賃貸情報サイト「ウチコミ！」。 

https://uchicomi.com/ 

Nomad（ノマド） 

イタンジ株式会社 

全賃貸物件が仲介手数料最安で探せる、無店舗型のインターネット不動産仲介サービス「ノマド

(nomad)」。東京都全域・神奈川県東部の賃貸物件の情報をオンライン上で提案。 

https://nomad-a.jp/ 
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民泊物件.com 

株式会社スペースエー

ジェント 

民泊ホストのための民泊・転貸可能物件専門の不動産ポータルサイト「民泊物件.com」。 

https://minpaku-bukken.com/ 

Renosy 

株式会社 

GA technologies 

中古不動産流通サービス「Renosy（リノシー）」。Renosy に組み込まれた人工知能がお聞きした

情報を元にベストマッチな物件、オススメのリノベーションを提案。 

https://www.renosy.com/ 

リノベる。 

リノベる株式会社 

中古マンションのワンストップリノベーションサービス「リノベる。」。 

https://www.renoveru.jp/ 

SUVACO 

SUVACO株式会社 

建築家やリノベーション・リフォーム会社が見つかるマッチングサービス「SUVACO（スバコ）」。 

https://suvaco.jp/ 

Houzz 

Houzz Inc. 

家づくりを考えている人々と住宅のプロフェッショナルが交流できる、住宅のリノベーションや

デザインのためのプラットフォーム「Houzz (ハウズ)」。 

https://www.houzz.jp/ 

LIMIA 

リミア株式会社 

建築、リフォーム、リノベーションなどの住まいづくり、及びインテリアや収納、DIYなどの暮

らしに関するアイデア、フォトのシェア、専門家と相談ができるプラットフォーム「LIMIA（リ

ミア）」。 

https://limia.jp/ 

amazon リフォームスト

ア 

費用が明確で安心の工事込みリフォームサービス。 

https://www.amazon.co.jp/ 

PMアシスト 

アクシスモーション株

式会社 

育児中のママ、退職後のシニアの方々、専門業者（リフォーム/設備）の方々の"空き時間"をオ

ンライン化＆再商品化し、不動産会社へ提供するマッチングサービス「PMアシスト」。 

http://axis-motion.co.jp/ 

ツクリンク 

株式会社ハンズシェア 

職人求人や工事の受発注が無料でできる建設業マッチングサイト「ツクリンク」。 

https://tsukulink.net/ 

店舗市場 

株式会社オルトリズム 

退店したいテナントと出店したいテナントを直接結ぶことで、不動産業者が持っていない物件情

報を早期に収集できるサービス「店舗市場」。 

https://tenpoichiba.jp/ 

そのまんまオフィス 

サンフロンティア不動

産株式会社 

居抜きオフィスへの移転・原状回復なしの退去、効率的な「オフィス移転」を実現するサービス

「そのまんまオフィス」。 

https://www.so-office.jp/ 

スイッチオフィス 

株式会社ヒトカラメデ

ィア 

オフィス選定・仲介、空間プランニング、居抜きオフィス移転支援など。居抜きオフィス移転の

マッチング＆コーディネートを行う「スイッチオフィス」。 

http://hitokara.co.jp/ 

みんなのオフィス 

株式会社アベンチャー

ズ 

今まで不透明だったオフィスの情報を会員限定で共有することで、スタートアップのオフィス環

境をより良くする。企業の家賃相場、居抜きオフィス情報、内装デザインの相談も。 

http://moffice.tokyo/ 

HyAS & Co. 

ハイアス・アンド・カ

ンパニー株式会社 

地域の中小企業が置かれている状況に応じたソリューションを提供。 

http://www.hyas.co.jp/ 

キマ Room! 

株式会社セイルボート 

物件を登録するだけで「業者間流通サイト」「他社への募集図面配信」「コンバート(一括入稿)

による広告掲載」。業務負荷を軽減し、営業の業務効率を改善。 

https://intro.kimaroom.jp/ 

 

■価格可視化・査定 

LIFULL HOME'Sプライス

マップ 

株式会社 LIFULL 

マンションの参考価格を、誰でも簡単に調べられるサービス「LIFULL HOME'Sプライスマップ」。 

http://www.homes.co.jp/price-map/ 
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民泊物件.com 

株式会社スペースエー

ジェント 

民泊ホストのための民泊・転貸可能物件専門の不動産ポータルサイト「民泊物件.com」。 

https://minpaku-bukken.com/ 

Renosy 

株式会社 

GA technologies 

中古不動産流通サービス「Renosy（リノシー）」。Renosy に組み込まれた人工知能がお聞きした

情報を元にベストマッチな物件、オススメのリノベーションを提案。 

https://www.renosy.com/ 

リノベる。 

リノベる株式会社 

中古マンションのワンストップリノベーションサービス「リノベる。」。 

https://www.renoveru.jp/ 

SUVACO 

SUVACO株式会社 

建築家やリノベーション・リフォーム会社が見つかるマッチングサービス「SUVACO（スバコ）」。 

https://suvaco.jp/ 

Houzz 

Houzz Inc. 

家づくりを考えている人々と住宅のプロフェッショナルが交流できる、住宅のリノベーションや

デザインのためのプラットフォーム「Houzz (ハウズ)」。 

https://www.houzz.jp/ 

LIMIA 

リミア株式会社 

建築、リフォーム、リノベーションなどの住まいづくり、及びインテリアや収納、DIYなどの暮

らしに関するアイデア、フォトのシェア、専門家と相談ができるプラットフォーム「LIMIA（リ

ミア）」。 

https://limia.jp/ 

amazon リフォームスト

ア 

費用が明確で安心の工事込みリフォームサービス。 

https://www.amazon.co.jp/ 

PMアシスト 

アクシスモーション株

式会社 

育児中のママ、退職後のシニアの方々、専門業者（リフォーム/設備）の方々の"空き時間"をオ

ンライン化＆再商品化し、不動産会社へ提供するマッチングサービス「PMアシスト」。 

http://axis-motion.co.jp/ 

ツクリンク 

株式会社ハンズシェア 

職人求人や工事の受発注が無料でできる建設業マッチングサイト「ツクリンク」。 

https://tsukulink.net/ 

店舗市場 

株式会社オルトリズム 

退店したいテナントと出店したいテナントを直接結ぶことで、不動産業者が持っていない物件情

報を早期に収集できるサービス「店舗市場」。 

https://tenpoichiba.jp/ 

そのまんまオフィス 

サンフロンティア不動

産株式会社 

居抜きオフィスへの移転・原状回復なしの退去、効率的な「オフィス移転」を実現するサービス

「そのまんまオフィス」。 

https://www.so-office.jp/ 

スイッチオフィス 

株式会社ヒトカラメデ

ィア 

オフィス選定・仲介、空間プランニング、居抜きオフィス移転支援など。居抜きオフィス移転の

マッチング＆コーディネートを行う「スイッチオフィス」。 

http://hitokara.co.jp/ 

みんなのオフィス 

株式会社アベンチャー

ズ 

今まで不透明だったオフィスの情報を会員限定で共有することで、スタートアップのオフィス環

境をより良くする。企業の家賃相場、居抜きオフィス情報、内装デザインの相談も。 

http://moffice.tokyo/ 

HyAS & Co. 

ハイアス・アンド・カ

ンパニー株式会社 

地域の中小企業が置かれている状況に応じたソリューションを提供。 

http://www.hyas.co.jp/ 

キマ Room! 

株式会社セイルボート 

物件を登録するだけで「業者間流通サイト」「他社への募集図面配信」「コンバート(一括入稿)

による広告掲載」。業務負荷を軽減し、営業の業務効率を改善。 

https://intro.kimaroom.jp/ 

 

■価格可視化・査定 

LIFULL HOME'Sプライス

マップ 

株式会社 LIFULL 

マンションの参考価格を、誰でも簡単に調べられるサービス「LIFULL HOME'Sプライスマップ」。 

http://www.homes.co.jp/price-map/ 

IESHIL（イエシル） 

株式会社リブセンス 

約 3,000万件の賃貸情報、売買履歴などのビッグデータをもとに、部屋ごとのマンションの現在

価格を査定。不動産店舗に行く前の不安を専任アドバイザーが無料でサポート。 

https://www.ieshil.com/ 

Gate. 

リーウェイズ株式会社 

人工知能とビックデータによる不動産の価値推計エンジンをベースとする、投資用不動産の Web

取引プラットフォーム「Gate.」。 

https://gate.estate/ 

AI-Checker 

ロードスターキャピタ

ル株式会社 

REITの公開情報や独自の不動産情報等からなる大量のデータを利用して、人工知能（AI）で様々

な角度からオフィスビルのキャップレート、不動産の価値を算出。 

https://www.ai-checker.com/ 

プロパティエージェン

ト株式会社 

人工知能・ビッグデータ技術に基づいた不動産の相場・物件情報を提供する「ふじたろう」。 

http://www.propertyagent.co.jp/ 

ハウスドゥ 

株式会社ハウスドゥ 

家・不動産の郵便番号、住所、面積、築年数等の情報を入力するだけで、仲介価格や買取価格の

市場相場の金額が人工知能により自動で査定される。 

http://www.housedo.com/app/ 

マンションナビ、

Smoola 

マンションリサーチ株

式会社 

WEB上で売却価格と賃貸価格の相場が分かる、分譲マンション所有者向け一括査定サイト「マン

ションナビ（マンション.navi）」。約 800万の売買事例をもとに、全国のエリア別中古マンショ

ン・土地・一戸建ての現在の不動産相場を提供する「Smoola」。 

https://t23m-navi.jp/  https://smoola.jp/ 

GEEO 

株式会社おたに 

日本中の不動産の価格を予測するサービス「GEEO」。 

http://otani.co/ 

HowMa(ハウマ) 

株式会社コラビット 

日本全国の不動産（一戸建て、マンション）の市場価値を自動的に査定し提供する。 

https://www.how-ma.com/ 

ウチノカチ 

おうち研究所 

マンション、住宅、土地および賃貸物件の価格相場・価格推移、家賃相場・家賃推移がひと目で

わかる、無料のウェブサービス「ウチノカチ」。 

http://utinokati.com/ 

マンションバリュー 

株式会社マーキュリー 

新築時・中古流通時の価格情報や、マンション住民の声・レイティングを知ることができる情報

サイト「マンションバリュー」。 

https://mansionvalue.jp/ 

イエイ 
セカイエ株式会社 

不動産売却専門一括査定サイト「イエイ」。 

http://sell.yeay.jp/ 

スマイスター 
株式会社シースタイル 

不動産の売却、賃貸化、土地活用、ビル管理会社探し、マンション管理、賃貸オフィス、リノベ

ーションの不動産投資など、不動産サービス・価格比較のポータルサイト「スマイスター」。 

https://www.sumaistar.com/ 

すまい Value 小田急不動産、住友不動産販売、東急リバブル、野村不動産アーバンネット、三井不動産リアル

ティ、三菱地所ハウスネットの 6社が運営する、不動産売却査定ポータルサイト。 

https://sumai-value.jp/ 

Smart Analyzer for 

Owners 

三井不動産リアルティ

株式会社 

売却を検討されているマンションの推定成約価格を即時に推定・表示するシステム。 

https://www.rehouse.co.jp/smartanalyzer/ 

 

ウルアパ 

清陽通商株式会社 

一棟マンション・アパートに特化した売却価格自動査定サイト「ウルアパ」。 

https://uruapa.shizen-net.co.jp/ 

HAYAGAI 

株式会社 Fan's 

ワンルームマンションの市場価格を自動査定、自社で買取りまで行うワンストップサービス

「HAYAGAI（ハヤガイ）」。 

https://www.hayagai.com/ 

HOME4U 

株式会社NTTデータ ス

マートソーシング 

不動産の売却や購入、資産活用をサポートする情報サイト「HOME4U（ホームフォーユー）」。不動

産売却査定。賃貸経営の相談。新築一戸建てや中古住宅（マンション・一戸建て・土地）、賃貸

の物件検索。 

https://www.home4u.jp/ 
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OhMy!家賃 

ナビプラス株式会社 

全国の賃貸不動産情報から、場所や最寄り駅に加えて、建物や部屋の設備、状況を入力していく

ことで、相場として平均的な家賃（管理費込み）を知ることができるアプリ「OhMy!家賃」。 

http://ohmy.yach.in/ 

TAS-MAP 

株式会社タス 

不動産評価アプリケーション「TAS-MAP（タスマップ）」。 

http://www.tas-japan.com/ 

 

■業務支援 

株式会社 AMBITION AI（人工知能）を取り入れた自動接客システム「AIチャットルームピア」。 

http://www.am-bition.jp/ 

ぶっかくん 

イタンジ株式会社 

仲介会社からの物件確認の電話に自動応答するシステム。 

https://bukkakun.com/ 

スマート内覧 

株式会社ライナフ 

スマートロックを活用したセルフ内覧予約システム「スマート内覧」。 

https://www.smartnairan.net/ 

Photoruction 

CONCORE'S株式会社 

工事写真に関する業務の効率化と建築の品質向上を目的とした写真共有プラットフォーム

「Photoruction（フォトラクション）」。 

http://concores.co.jp/ 

ダイヤモンドメディア

株式会社 

管理会社の募集業務を可視化し、簡単に分析・効率化できるリーシングマネジメントシステム

「Centrl LMS（セントラル・エルエムエス）」。 

https://www.diamondmedia.co.jp/ 

LIFULL HOME'S PRO 

株式会社 LIFULL（ライ

フル） 

不動産会社向けの業務支援サービス。不動産・住宅情報サイト LIFULL HOME'Sへの物件掲載や、

仲介会社と元付け会社をつなぐ業者間流通サービスを提供。 

http://www.homes.co.jp/pro/ 

CooRE（クール） 

クーバル株式会社 

不動産売買・賃貸・投資収益に関するホームページ作成・物件管理運用・インターネット集客を

包括的にサポートする不動産総合プラットフォームサービス。 

https://www.coore.jp/ 

株式会社 Sound-F（サウ

ンドエフ） 

J-REIT を代表とした不動産投資関連会社様向けに、レントロールや会計データなどの確定デー

タに基づく信頼度の高いシミュレーション・予算実績管理の実現を主軸とする、不動産アセット

マネジメントシステム「STREAM」の提供。 

https://sound-f.jp/ 

株式会社アクア 仲介不動産物件管理 ASPサービス、不動産間取り作成 ASPサービス、不動産仲介顧客管理 ASPサ

ービス、不動産分譲事業向けサービス、分譲物件概要管理 ASPサービス。 

http://www.aqua-ltd.com/ 

株式会社レンターズ 登記簿の更新情報を自動でキャッチ「不動産登記簿 Manager」、オーナーへの提案・報告業務を

効率化＆高度化「オーナーCRM」、反響獲得のためのコンバートシステム「AD Master」など。 

http://www.ra1.co.jp/ 

プロパティデータバン

ク株式会社 

インターネットを活用し、統合的に資産を管理するクラウドサービスを提供。 

http://www.propertydbk.com/ 

CREW SYSTEMS 

株式会社 クリューシ

ステムズ 

監視カメラなどの、クラウド型映像監視システムの提供。 

http://www.crew-sys.com/ 

ノマドクラウド 

イタンジ株式会社 

不動産賃貸/仲介会社向けの顧客管理(CRM)・営業支援のクラウドシステム。 

https://property.nomad-a.jp/follow_up_client 

いい生活 

株式会社いい生活 

不動産業のあらゆる業態（賃貸、賃貸管理、売買仲介、分譲）と業務に対応する「物件情報デー

タベース構築・管理」、「不動産ポータルサイト一括入稿機能」、「顧客情報管理」、「契約情報管理」、

「営業支援」、「賃貸管理」、「分譲プロジェクト管理」、「ホームページ構築ツール」等のシステム

機能を、クラウドサービスで提供。 

http://www.e-seikatsu.info/ 
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OhMy!家賃 

ナビプラス株式会社 

全国の賃貸不動産情報から、場所や最寄り駅に加えて、建物や部屋の設備、状況を入力していく

ことで、相場として平均的な家賃（管理費込み）を知ることができるアプリ「OhMy!家賃」。 

http://ohmy.yach.in/ 

TAS-MAP 

株式会社タス 

不動産評価アプリケーション「TAS-MAP（タスマップ）」。 

http://www.tas-japan.com/ 

 

■業務支援 

株式会社 AMBITION AI（人工知能）を取り入れた自動接客システム「AIチャットルームピア」。 

http://www.am-bition.jp/ 

ぶっかくん 

イタンジ株式会社 

仲介会社からの物件確認の電話に自動応答するシステム。 

https://bukkakun.com/ 

スマート内覧 

株式会社ライナフ 

スマートロックを活用したセルフ内覧予約システム「スマート内覧」。 

https://www.smartnairan.net/ 

Photoruction 

CONCORE'S株式会社 

工事写真に関する業務の効率化と建築の品質向上を目的とした写真共有プラットフォーム

「Photoruction（フォトラクション）」。 

http://concores.co.jp/ 

ダイヤモンドメディア

株式会社 

管理会社の募集業務を可視化し、簡単に分析・効率化できるリーシングマネジメントシステム

「Centrl LMS（セントラル・エルエムエス）」。 

https://www.diamondmedia.co.jp/ 

LIFULL HOME'S PRO 

株式会社 LIFULL（ライ

フル） 

不動産会社向けの業務支援サービス。不動産・住宅情報サイト LIFULL HOME'Sへの物件掲載や、

仲介会社と元付け会社をつなぐ業者間流通サービスを提供。 

http://www.homes.co.jp/pro/ 

CooRE（クール） 

クーバル株式会社 

不動産売買・賃貸・投資収益に関するホームページ作成・物件管理運用・インターネット集客を

包括的にサポートする不動産総合プラットフォームサービス。 

https://www.coore.jp/ 

株式会社 Sound-F（サウ

ンドエフ） 

J-REIT を代表とした不動産投資関連会社様向けに、レントロールや会計データなどの確定デー

タに基づく信頼度の高いシミュレーション・予算実績管理の実現を主軸とする、不動産アセット

マネジメントシステム「STREAM」の提供。 

https://sound-f.jp/ 

株式会社アクア 仲介不動産物件管理 ASPサービス、不動産間取り作成 ASPサービス、不動産仲介顧客管理 ASPサ

ービス、不動産分譲事業向けサービス、分譲物件概要管理 ASPサービス。 

http://www.aqua-ltd.com/ 

株式会社レンターズ 登記簿の更新情報を自動でキャッチ「不動産登記簿 Manager」、オーナーへの提案・報告業務を

効率化＆高度化「オーナーCRM」、反響獲得のためのコンバートシステム「AD Master」など。 

http://www.ra1.co.jp/ 

プロパティデータバン

ク株式会社 

インターネットを活用し、統合的に資産を管理するクラウドサービスを提供。 

http://www.propertydbk.com/ 

CREW SYSTEMS 

株式会社 クリューシ

ステムズ 

監視カメラなどの、クラウド型映像監視システムの提供。 

http://www.crew-sys.com/ 

ノマドクラウド 

イタンジ株式会社 

不動産賃貸/仲介会社向けの顧客管理(CRM)・営業支援のクラウドシステム。 

https://property.nomad-a.jp/follow_up_client 

いい生活 

株式会社いい生活 

不動産業のあらゆる業態（賃貸、賃貸管理、売買仲介、分譲）と業務に対応する「物件情報デー

タベース構築・管理」、「不動産ポータルサイト一括入稿機能」、「顧客情報管理」、「契約情報管理」、

「営業支援」、「賃貸管理」、「分譲プロジェクト管理」、「ホームページ構築ツール」等のシステム

機能を、クラウドサービスで提供。 

http://www.e-seikatsu.info/ 

株式会社コンピュータ

システム研究所 

土木・建築・運輸 事業関連のコンピュータソフトウェア開発・販売・メンテナンス、BIM/CIM

業務支援、各種マネジメントコンサルティング。 

https://cstnet.co.jp/index.html 

株式会社構造計画研究

所 

人工構築物を取り巻く自然現象（地震、津波、風など）の解析やシミュレーション、ソフトウェ

ア開発、CAD/CAEのソフトウェア販売やカスタマイズ、意思決定支援分野でのコンサルティング

などを提供。 

http://www.kke.co.jp/ 

いえらぶ CLOUD 

株式会社いえらぶ

GROUP 

物件管理から入出金管理まで誰もが簡単にできる“物件情報管理システム”、“ホームページ制

作”、“専門コンサルティング”など、不動産業に特化した業務支援 CLOUDサービスを提供。 

https://cloud.ielove.jp/ 

三井情報株式会社 不動産などの業界の基幹業務系システムを中心とした受託開発、自社開発パッケージを提供。 

http://www.mki.co.jp/biz/solution/reale_state/ 

crasco ReTech 

株式会社クラスコ 

業務改善システムアプリ「クラスコリテック（crasco ReTech）」。外壁提案書作成システム「が

いへきんぐ」、賃貸管理 Webマニュアル「ちんたいちょう」、建物点検アプリ「きろくん」など。 

http://www.crasco.jp/retech/ 

CloudSign 

弁護士ドットコム株式

会社 

無料で契約締結ができるウェブ完結型のクラウド契約「CloudSign（クラウドサイン）」。 

https://www.cloudsign.jp/ 

 

■不動産情報 

株式会社ホームズ 民事法務協会が提供している登記情報(PDF)を、一括・超高速で取得することができる Web シス

テム「オンライン登記情報システム」。 

http://www.homes-sys.co.jp/ 

株式会社トーラス 日本全国の不動産・商業登記簿謄本をデータベース化。謄本を簡単にスピード取得＆解析が可能。

謄本取得前に相続や抵当権を可視化。共同住宅・築年数・空き地や空き家の情報。 

http://www.torus.co.jp/ 

株式会社ターミナル 不適切コンテンツを自動判定するソリューション「data terminal」。保有する大規模なデータベ

ースを、様々な情報サイトへ自動出稿するためのソリューション「terminal switch」。 

http://terminals.jp/ 

地盤ネット株式会社 住所等を入力するだけで地盤の状態を無料でメールする「地盤カルテ」、各種の地盤情報を 1つ

の地図情報システム上に集約した「地盤安心マップ」の無償公開、など。 

https://jibannet.co.jp/ 

 

白川 慧一 [しらかわ けいいち] 
[(一財)土地総合研究所 研究員] 

 


