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膨大な物件情報の中で、まだ貴社は成約済みか、販売中物件なのか或いは図面請求、価格履歴、過去の 

取り扱い事例などを記憶に頼ったり、お金も時間もかかるお電話で問い合わせをしていませんか？ 

会社に戻らないと手に入らない物件情報、請求してもなかなかこない図面、重複する物件情報、破れたり 

消えてしまう図面管理など、面倒で手間と時間のかかる物件情報の整理・管理を

インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで格安格安格安格安アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング    

それがそれがそれがそれがFJKK.COMFJKK.COMFJKK.COMFJKK.COMのののの新新新新しいオンラインサービスですしいオンラインサービスですしいオンラインサービスですしいオンラインサービスです。。。。

売売売売買不動買不動買不動買不動産産産産業業業業のののの基本基本基本基本はかわるはかわるはかわるはかわる！！！！ 

FJKK.COM I.T.システムをご利用いただければ短時間でしっかり情報収集・マーケティングを行う事が出来る 

ので貴社は、市況の分析や販売対策を講じたりお客様との交渉に専念するだけでいいのです。

貴社貴社貴社貴社のののの売売売売買不動買不動買不動買不動産産産産情報情報情報情報のののの共有管理共有管理共有管理共有管理・・・・整理整理整理整理・・・・保管保管保管保管のサービスのサービスのサービスのサービス

FJKK.COM I..T.システムを使って、経費削減、営業効率のアップを実現！！ 

マーケティング調査が飛躍的に向上！！ 

仕入れの合否が、すぐに判る！！ 

 

これからの時代には売買不動産業者のニーズにマッチする、FJKK.COM I..T.システムをどうぞご利用ください。 

 

※FJKK.COM I .T. システムは不動産業者専用なので、一般の方のご利用はいただけません。 

※サービスを提供しているエリアは、限定されています。詳しくはこちらからお問い合わせください。
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株式株式株式株式会会会会社社社社    FJKK.COMFJKK.COMFJKK.COMFJKK.COM    （（（（エフ・ジェイ・ケイ・ケイ・ドットコムエフ・ジェイ・ケイ・ケイ・ドットコムエフ・ジェイ・ケイ・ケイ・ドットコムエフ・ジェイ・ケイ・ケイ・ドットコム））））

商 号 株式会社 FJKK.COM（エフ・ジェイ・ケイ・ケイ・ドットコム）

本社住所 〒 231－0004 神奈川県横浜市中区元浜町3－21－2ヘリオス関内ビル4F

代表者 代表取締役    中井 浩平

設 立 2003年6月

資本金 900万円（2003年6月／300万円増資）

取引銀行 三井住友銀行、横浜信用金庫

事業内容 ・インターネットによる不動産情報の管理・整理の請負いおよび配信 

・経営／不動産コンサルタント業 

・不動産営業研修の請負い 

・ソフトウエアの開発・販売

創設目標・理念 １．不動産市場の透明化 

２．FJKKの提供するサービスを利用する弊社不動産業者会員を通して 

   一般ユーザーの利便性向上 

３．不動産会社の地位向上 

４．バイヤーズエージェントの育成

その他 平成１８年度 新事業活動促進法 承認
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不動産業を簡単に申せば、顧客と物件をつなげる、それ即ち不動産業かと思います。 

但し顧客管理に関してのI.T.化はどんどん進むのに、物件管理に関しては時間もコストもかかる 

アプリケーションの開発やそれを運営するコストなどで、遅々と進まないのが現実かと思います。 

ワンクリックで、在庫確認された沢山の情報が一気に図面資料なども付いて出てくる、 

そんな誰でも考える便利な物件情報管理を、FJKK.COMが実現いたしました。 

これにより 

といったことが可能になるわけです。

１． 機動力のある営業が実現

２． 正確に市場（地価相場などの）データを収集・分析できる

３． 顧客を待たせないスピィーディーな営業効率が向上

４． 転勤者・新人などの人材の即戦力化

また不動産業は人材産業とも、よくいわれていますが経営者側の悩みと言えば、 

人材の育成につきると言っても過言ではありません。 

不動産業の現場では、新人や転勤してきた新規人材を「鬼」軍曹型の5K（経験・記憶・カン・根性・気合い）の 

営業マンに育成したくとも、不動産情報のDB化（プラットフォーム化やユビキタス化）が構築されていなければ 

（少なくとも過去のデータは消失している場合が多いので）、過去の相場を伝える方法がなく 

新規人材の即戦力化がとても難しく、かつ時間がかかってしまうものでした。 

また、ともすればせっかく伸びてきた人材が他に流出してしまうといった悲劇も、ごく普通に見てきました。

しかし、不動産情報のDB化が構築されていれば、これはもう「鬼」軍曹が「金棒」を持ったようなもの。 

瞬時に必要な情報が取り出せ、これまでの物件管理に要していた時間を、 

たくさんの過去・現在の現場を見て回わる時間に振り替えることができるので、 

経験がない駆け出し、素人、転勤したての営業マン、でも即営業ができる即戦力化体制が可能です。

今までの不動産営業では、次のような悩みをお持ちの方が多かったのではないでしょうか？

１. なかなか価格を下げたがらない売り主の説得。

２. 相場以上のものを希望して、頑と譲らない“100件見太郎（みたろう）”の買い主。

３. あるはずの図面が所定の場所以外にあり、下見に予想以上に時間がかかる。

４. 顧客が見たいといった物件の資料請求に時間がかかり、お客様をお待たせてしまった。

５. 図面の帯付け（社名の合わせ取り）作業で、無駄なコピーを何枚もしたことがある。

６. 10年前と今も同じ物件管理をしている。

７. 販売履歴が判らないので、すぐに売れそうかそうでないか判らない物件情報

８. 現在或いは過去に市場に存在した物件情報収集が困難なので市況分析は、販売営業マンへの 

聞き込みに依存してしまう。

９. 市況分析に時間がかかり、貴重な仕入れ判断に時間がかかりすぎて、買い逃してしまった。

10. 自社物件がなぜ売れないのか、判断できない。

11. 自社物件とライバル物件の人気度が知りたい。

12. 転勤者・新人に過去・現在の物件動向が示せないので市況を理解させるのに時間がかかる。

13. 過去に販売した自社物件の図面や販売履歴管理が難しく、自社のノウハウ蓄積と社員への 

伝達が難しい。

14. 未公開物件情報の収集が難しい。



 

 
 

これらは一言でいうと、物件管理が非効率に行われているために発生する現象です。 

不動産情報のDB化がされていないから、つまり説得力のあるデータ、即効性のあるデータを 

提示出来ない、又は提示するのに大変な労力と時間がかかるから、ということではないでしょうか。

不動産業者様ご自身がコストと時間がかかるアプリケーションを自社開発したり、 

多大なるランニングコストを負担するようなことなくＦＪＫＫ．ＣＯＭＦＪＫＫ．ＣＯＭＦＪＫＫ．ＣＯＭＦＪＫＫ．ＣＯＭにアウトソーシングしていただければ、 

安い費用でそれが実現する事を可能にし、そうした中で、 

今後の皆様の物件管理のIT化をお手伝いさせて頂きたいと考えています。

FJKK.COM I .T.サービスの情報量は、会員様からの情報整理のアウトソーシングをしていただいているという 

「物件情報整理・管理型」とも言えるビジネスモデルであることから、会員が多いか少ないかということで、 

基本的な情報量が左右されることがありません。 

つまり「会員数が少ない＝情報量が少ない」という既存の「物件情報収集・配布型」のビジネスモデルとは 

全く異なり、一線を画すものなのです。 

 

そのような点に置いて弊社は、おそらく日本で初めての「物件情報ビジネス」を確立した企業であるといえます。 

弊社にとりましても是非、貴社に弊社の理念にご共鳴いただいたうえで、このシステムにご参加いただき、 

貴社の物件情報管理I .T.化の促進をお手伝いをさせていただければ、大変喜ばしいと思います。

このような弊社の事業を通じて弊社の創設目標・理念である 

が達成されることを、弊社では切に願っておるのです。

１． 不動産市場の透明化

２． FJKKの提供するサービスを利用する弊社不動産業者会員を通して、一般ユーザーの利便性向上

３． 不動産会社の地位向上

４． バイヤーズエージェントの育成
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FJKKは「不動産情報共有管理」の頭文字が由来です。 

運営サイト名不動不動不動不動産産産産情報共有管理情報共有管理情報共有管理情報共有管理の最大の特徴は、 その名の通り会員間において 

不動産情報の共有化を図っていることです。 

FJKKにおける物件管理アウトソーシングとは、FJKKと会員はマンツーマンの関係であり、更に会員間においては 

ワンフォーオール・オールフォーワン、つまり情報を均質に共有化することになります。 

更にインターネットを利用することで会員はアプリケーションの開発費等の初期投資、 

その他もアップデーティング費等のランニングコスト等々、大きなコスト負担がありませんから、 

会員は社内や社員間における物件情報のDB化、プラットフォーム化、ユビキタス化（※1)、 

人材の即戦力化などを、簡単に進めることが出来ることになります。

※

1.

ユビキタス＝ユーザーがコンピュータの存在を意識することなくサービスやアプリケーションを 

利用できる状態をいう。

１． 既存の物件情報サービスには空白時間（夜間―早朝）があるのに

対して、FJKKは24時間営業です。 

（但しサーバーメンテナンス時は除きます。）

２． 販売中物件については、FJKKが会員に代わって原

則１週間に一度物件確認（有無）を行っています。 

それにより、｢終了物件の整理」｢価格変更などの情

報更新」｢商談中物件表示」が可能となりました。

３．重複物件（ダブリ）の整理 

重複物件の整理は、他有名システムもほとん

どができていないのに対し、FJKKは物件の重

複表示がほとんどされません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

そのため貴社が端末画面上で神経衰弱ゲーム

のようなことをされる必要はなく或いは手間の

かかる電話で問い合わせをしたり、さらには同

じ物件であるのに重ねて図面の請求するなど

のお金と時間のかかる、旧来型情報整理はも

う不要となるのです。

４． 物件固有の履歴情報管理を行っておりますので、地域間における販売スピード、 

価格変更時における間隔／価格幅が同時に判り、対策を講じやすくなります。

５． 図面登録率が平均約95％ 

第一線の営業マンにとって、物件情報はなんと言っても図面から。 

この取り寄せや管理に、今一番労力がかかって大変なのは、やはりその営業マンなのです。 

これら図面管理を FJKKにアウトソーシングすることで、営業マンを図面管理から解放させ、 

本来の営業業務の時間を取り戻すことが出来るようになります。

６． 図面のクリーニング作業（ファックスの耳などが表示されない、斜めにならないなど） 

図面は、メールなどによるデジタル受信のほか、FAXのモデム受信（紙で印刷しない）を行っているので、 

受注側の劣化が最低限に押さえられています。

７． 複数図面登録も可能 

｢販売画面｣のほかに、「測量図」「立面図」「パース」などもアウトソーシングすることが出来ます。 

それらは容量も軽く、瞬時に表示されるようになっています。 

（原則1.5MB／物件までとしております）

８． 終了・留置き物件情報 

｢元付会社情報｣｢物件履歴情報｣「図面情報」などが管理されており、 

査定や新規物件の事業計画を立案する上で、その重要性を発揮しています。 

従来の整理では、終了物件になると捨てられてしまうことが多いですが、 

それではマーケティングに役立ちません。 

FJKKを利用すれば、会員間で情報が共有され、その終了物件の情報もきちんと整理されております。

９． 物件のクリック数を、ランキング形式で表されます。 

そのため、自社物件の引き合い状況や、他社物件とのアクセス量比較も容易に行えます。

10． 従来型端末を使える方、環境であれば、すぐに誰にでも使えるFJKKシステム。 

つまり何か新しいソフトをインストールしたりする必要は、有りません。 

インターネットをご利用いただける環境でしたらば、ご利用いただけます。

このページのトップへ▲
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ご興味をお持ち頂きまして誠にありがとうございます。 

FJKKへのお申し込み、お問い合わせは、弊社営業担当者が資料をお持ちしてのご案内からとなっております。 

大変ご面倒ではありますが、以下のフォームにご入力いただき送信ください。

会社名（法人名）：

ふりがな：

代表者名：

ふりがな：

担当者名：

ふりがな：

Email（*必須）：

 

ご連絡先

TEL：

FAX：

住所：

従業員数：
 人

ご質問、ご相談内容：

弊社のサイトをどこでお知りになりましたか？

 知人からの紹介  営業  

 インターネット検索（Yahoo）  インターネット検索（Google） 

 インターネット検索（MSN）  インターネット検索（その他） 

 雑誌  テレビ  誌面広告

上記の内容でよろしければ、送信ボタンを押してください。

 
送信     キャンセル 

送信確認画面 キャンセル
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エントリーフォームエントリーフォームエントリーフォームエントリーフォーム  

 

 
 

募集要項募集要項募集要項募集要項

・  

・  

・  

条条条条件件件件

・  

・  

・  

資格資格資格資格

・  

・  

・  

名前*(必須）：

ふりがな*(必須）：

年齢（生年月日）*(必須）：

性別*(必須）：

Email*(必須）：

電話：

住所：

その他質問等：

現在募集は行っておりません
 ・・・  

送信確認画面 キャンセル
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売売売売買買買買データベーにデータベーにデータベーにデータベーに登登登登録録録録されているされているされているされている    

新築新築新築新築戸戸戸戸建 建 建 建     

中古中古中古中古戸戸戸戸建 建 建 建     

売売売売りりりり地 地 地 地     

中古中古中古中古マンション マンション マンション マンション     

全物件全物件全物件全物件のののの現地現地現地現地写写写写真真真真をををを簡簡簡簡単単単単にダウンロードにダウンロードにダウンロードにダウンロード    

できますできますできますできます    

    

物件物件物件物件写写写写真真真真はははは以下以下以下以下のののの条条条条件件件件でででで検検検検索可能索可能索可能索可能ですですですです。。。。    

住所 住所 住所 住所     

マンションマンションマンションマンション名 名 名 名     

売売売売買買買買データベースにデータベースにデータベースにデータベースに登登登登録録録録されたされたされたされた物件番物件番物件番物件番号号号号        

 

【【【【デモサイトがごデモサイトがごデモサイトがごデモサイトがご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます】】】】 

www.photo-service.jp/test 



  

組合せにより割引がございます。詳しくはお問合わせください。  



 

 

  

その他、初期設定費用が必要となります。組合せにより割引がございます。詳しくはお問合わせください。  

※前払いは、利用月の前月末までに支払いを済ませていただます。利用月の前々月末日に請求書を発行いたします。 

※振り込み料は利用者負担となります。口座振り替え（自動引落）も選択できるので、 

口座振り替えの場合（振込手数料）の負担ゼロも可能です。  

※全種別＝新築戸建・中古戸建・売り地・中古マンション 

利用料前払い制となっています。

ごごごご利用上利用上利用上利用上のののの注意注意注意注意点点点点    

自動更新タイプ・手動ダウンロードタイプ共に3区からの受付となります。  

インターメッツォ社では、写真と物件掲載の確認は行っておりません。（利用された写真の掲載におけるトラブルは、

責任を負いかねます。広告でご利用の場合には、必ず利用者が広告掲載の確認を行わないとなりません。）  

物件の発表後、撮影終了まで相応の時間を要します。（通常1週間程度）  

不動産情報データベースとはFJKK.COM I.T.システムのデータベースのことではありません。また、不動産情報データ

ベースと、FJKK.COM I.T.システムのデータベースとは、連動していません。  

本フォトサービス事業は、株式会社インターメッツォ社の事業であり、弊社（株式会社FJKK.COM）は単純にその販売

のみを担当するものです。 

そのため弊社は本フォトサービス事業についても、代理行為等は何ら行わず、事業そのものの継続や瑕疵などにつ

いても、何ら保証するものではありません。  

そのほか、詳しくは営業マンにお尋ねください。 
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