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子会社（株式会社アルファライズ）の業務提携に関するお知らせ

当社は、平成 19 年６月 11 日開催の取締役会において、当社 100％子会社株式会社アルファライズ (本
社: 東京都渋谷区 代表取締役社長 塚田淳一 以下アルファライズ)と株式会社ランドスケイプ （本
社: 東京都新宿区

代表取締役社長: 高岡亮

以下ランドスケイプ）は業務提携し、アルファライズ

の既存のカウネットユーザーに対して、アルファライズのホームページ（http://www.alpharise.co.jp/）
においてランドスケイプが独自に構築した企業情報データベースを提供するサービスを開始すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 業務提携の目的
従来、アルファライズでは、｢いいものを安く｣というコンセプトに基づき、オフィス通販「カウネ
ット」のサービスを約40万事業所にご提供してまいりました。今回のランドスケイプとの提携により
始める新サービスは、アルファライズのカウネットユーザーに対して、従来のコスト削減の提案だけ
でなく、「新規顧客獲得の支援」という売上高増大の提案を新たに追加で行なうものであり、「新し
いビジネスモデルへのチャレンジ」と位置付けております。

２．業務提携の内容
今回新たにスタートするサービスは、ランドスケイプが独自に構築した企業情報データベースを、
アルファライズのカウネットユーザーが必要なときに必要なだけ購入しダウンロードするサービスで
す。ランドスケイプの企業情報データベースは、日本全国の企業情報を事業拠点単位で網羅していま
す。この中からプロモーションに必要な最新のターゲットリストを取得し、テレマーケティングやダ
イレクトメール送付などに必要なターゲットデータを素早く低コストで入手できます。

３．アルファライズの概要
（１） 商号

株式会社アルファライズ（http://www.alpharise.co.jp/）

（２） 主な事業内容

オフィス文具通販「カウネット」の顧客開拓

（３） 本店所在地

東京都渋谷区東１−26−20 東京建物東渋谷ビルディング 12F

（４） 資本金の額

10 百万円（2007 年５月 31 日現在）

（５） 設立年月日

2005 年２月 14 日

（６） 代表取締役社長

塚田淳一

（７） 従業員数

正社員 14 名 アルバイト 120 名（2007 年４月 30 日現在）

（８） 当社の持株数及び持株比率 200 株、100％

４．業務提携会社について
（１）商号

株式会社ランドスケイプ（http://www.landscape.co.jp/）

（２）本店所在地

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティ 15F

（３）代表取締役社長 高岡 亮
（４）設立年月日

1990 年９月 10 日

（５）資本金の額

443 百万円（2007 年５月 31 日現在）

（６）従業員数

正社員 120 名、ＳＯＨＯ社員 400 名、派遣・準社員 40 名、マーケター350 名

（７）主要株主

福富 七海
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
株式会社ジャフコ
第一生命保険相互会社

（８）当社及び子会社との関係

資本・人的関係はございません。

５．日程
平成 19 年６月 11 日

当社・アルファライズ 業務提携取締役会決議

平成 19 年６月 15 日（予定） 業務提携基本契約書締結、サービス開始

６．今後の業績に与える影響等
本業務提携が、当社の業績に与える影響は、現時点では軽微であると予想しておりますが、今後
の事業展開により、当社業績への影響が大きいことが予想される場合は、速やかに情報を開示いた
します。
以上
-------------------------------------------------------------------------------------《本件に関するお問い合わせ先》
■報道関係の方のお問合せ先
アルファグループ株式会社
〒150-0011 東京都渋谷区東１−26−20 東京建物東渋谷ビルディング 14F
担当 渡邉 康徳 Mail: ir-info@alpha-grp.co.jp
TEL : 03-5469-7300（代） FAX : 03-5469-7303
株式会社ランドスケイプ
〒163-1415 東京都新宿区西新宿３−20−２ 東京オペラシティ 15F
担当: 北澤 光剛 Mail: ir@landscape.co.jp
TEL : 03-5388-5300 FAX : 03-5388-5301
■一般の方からの製品・購入についてのお問い合わせ先
株式会社アルファライズ http://www.alpharise.co.jp/service/
〒150-0011 東京都渋谷区東１−26−20 東京建物東渋谷ビルディング 12F
担当 荻野

優

TEL : 03-5469-7370（代） FAX : 03-5469-7400
--------------------------------------------------------------------------------------

（ご参考）
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アルファライズとランドスケイプが業務提携
アルファライズのカウネットユーザー向けに｢新規顧客の獲得支援サービス｣をスタート
http://www.alpharise.co.jp/
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株式会社アルファライズ (本社: 東京都渋谷区

代表取締役社長

塚田淳一

以下アルファライズ)と

株式会社ランドスケイプ （本社: 東京都新宿区 代表取締役社長: 高岡 亮 以下ランドスケイプ）は業
務提携し、アルファライズのカウネットユーザーに対して、ランドスケイプが独自に構築した企業情報デ
ータベースを、アルファライズのホームページ（http://www.alpharise.co.jp/）において提供するサー
ビスを 2007 年 6 月 15 日(金)より開始いたします。
「コスト削減から新規顧客獲得の支援まで」新しいビジネスモデルへの挑戦
これまでアルファライズでは、｢いいものを安く｣というコンセプトに基づき、オフィス通販「カウネッ
ト」のサービスを約40万事業所に提供してまいりました。今回のランドスケイプとの提携により始める新
サービスは、アルファライズのカウネットユーザーに対して、従来のコスト削減だけでなく、「新規顧客
獲得の支援」という売上高増大の提案を新たに行うものであり、「新しいビジネスモデルへのチャレンジ」
として同社では位置付けております。
必要な企業リストを必要なときに必要なだけダウンロードできる
今回新たにスタートするサービスは、ランドスケイプが独自に構築した750万件（過去累計900万件）の
企業情報データベースを、アルファライズのカウネットユーザーが必要なときに必要なだけダウンロード
することを可能にするサービスです。
ランドスケイプの企業情報データベースは、日本全国の企業情報を事業拠点単位で網羅しています。こ
の中から「エリア・業種・資本金・売上高・利益・従業員数」など10項目以上の検索条件を元にして、プ
ロモーションに必要な最新のターゲットリストをその都度、取得することが可能になります。テレマーケ
ティングやダイレクトメール送付などに必要なターゲットデータを素早く低コストで入手できます。
アルファライズではこれまでにランドスケイプの企業情報データベースを活用した新規カウネットユ
ーザーの開拓活動を継続的に実施しており、今回のカウネットユーザーへのサービス提供にあたっては、
これまでに培ったプロモーションノウハウについても合わせて提供してまいります。
＜サービス開始日＞
2007 年 6 月 15 日 (金)

（ご参考）

＜特徴＞
「エリアや業種で絞り込んだ企業情報データベースを WEB 上から簡単にダウンロードしたい」という
お客様のご要望にお応えするサービスとなります。
1． 利用条件
アルファライズのカウネットユーザーであること
2. 無料で検索可能
指定した条件に合致する企業情報データベースの件数を無料で検索することが可能です。デー
タをダウンロードしない限り、費用は発生しません。
3. 多種多様な条件設定が可能
事業所区分（本社/事業所）・所在地・業種（指定業種の除外も可）の基本項目のみならず、法
人格・設立年月・決算月・資本金・従業員数など、様々な条件で企業情報の検索を行なうことが
できるため、プロモーションの目的に合致したターゲットデータを容易に取得することが可能で
す。
4.料金
ダウンロード費用は、基本項目 40 円/件、オプション項目は 5 円/項目です。
基本項目

：社名・郵便番号・住所・電話番号・業種

オプション項目：FAX 番号・資本金・決算年月・代表者名・従業員数(レンジ表示)・
売上高(レンジ表示)・利益(レンジ表示)
＜アルファライズの企業情報について＞
「独自の営業手法により、総合的なオフィスのコスト削減を提供。」
具体的には、当社が保有するオフィス通販「カウネット」顧客（中小規模事業者）を中心とした全国
約 40 万顧客に対し、独自の営業手法（営業の空中戦＝テレフォンアポイント、FAX 一斉同報、ダイレク
トメール、ｅメール広告、ウェブマーケティングなど）を用い、オフィス用品の通信販売『カウネット』、
国際通話料金削減の提案・国内通話料金削減の提案・ソフトバンクの企業向けサービス（同一法人が所
有する携帯電話間の通話が無料）などを販売しています。当事業のもう一つの特徴は、これらの商品が、
顧客側からは「オフィスのコスト削減」商品であると同時に当社にとっては「ストックコミッション」
型商品である、というビジネスモデルになっていることであります。
さらに、多様な商品を販売することで当社に蓄積された営業ノウハウを活用し、営業代行（空中戦の
代行）サービスを行うことにより、情報化社会での有力な武器となる「情報の蓄積」が可能となり、新
商材販売をよりスムーズに行うことができます。
＜ランドスケイプの企業情報について＞
ランドスケイプが保有する750万件（過去累計は900万件）の企業情報 は、一般企業及び、官公庁・公益
法人・医療法人・学校法人などに分類された各種法人を全国の事業拠点単位で網羅しております。そして、
業種・所在地・TEL・FAXといった法人企業としての基本情報だけではなく、従業員数、決算年月、売上高
といったターゲット選定やプロモーション分析に有効な豊富な属性を保持しています。加えて、これらの
法人情報は、ランドスケイプが独自に開発した企業コード（LBC）で管理しており、このLBCによって、親
会社/子会社/孫会社といった企業間の資本関係を把握することができます。得意先の管理・分析や営業の
横展開といったマーケティング戦略ツールとしても使用できる、法人データベースとしてマルチなスタイ

（ご参考）

ルを構築しています。
http://www.landscape.co.jp/dbc.html
＜会社概要＞
□株式会社アルファライズ
平成 17 年２月設立、平成 17 年 10 月アルファグループ株式会社（本社：東京都渋谷区

代表取締

役会長 吉岡 伸一郎、JASDAQ・3322）カウネット部門が独立。グループ全体で年商 200 億円を超え
る戦略的アウトソーシング企業の中で主にダイレクトマーケティング事業を受け持つ会社。現在はコ
ールセンターを渋谷（東京都）・和歌山・愛媛で展開中。コールセンターではコクヨが扱うオフィス
通販「カウネット」のご案内業務を中心に、大手通信回線のサービス案内なども手掛けており、アウ
トバウンド型コールセンターで企業からのアウトソーシングなどの業務も幅広く展開しています。
株式会社アルファライズ

http://www.alpharise.co.jp/

アルファグループ株式会社

http://www.alpha-grp.co.jp/

□株式会社ランドスケイプ
平成 2 年 9 月設立。日本最大のデータベース（個人 9,500 万件・法人 750 万件）を自社構築し、こ
のデータベースを中核にしたデータベース・マーケティングや CRM に関する企画立案、データベース
の整備・統合・管理、顧客データの分析など、データベースにまつわる様々なソリューションを提供
しています。
データベースとの親和性が高く、勤怠管理機能やスクリプト機能をも備えるコールセンターパッケー
ジ「DISH」、企業群の資本関係を可視化することで、新たな得意先の管理・分析手法や法人営業手法
を提案する「LBC」などをリリースしています。
http://www.landscape.co.jp/
--------------------------------------------------------------------------------------《本件に関するお問い合わせ先》
■一般の方からの製品・購入についてのお問い合わせ先
株式会社アルファライズ
〒150-0011 東京都渋谷区東１−２６−２０東京建物東渋谷ビルディング１２F
担当

荻野

優

TEL : 03-5469-7370（代）

FAX : 03-5469-7400

■報道関係の方のお問合せ先
アルファグループ株式会社
〒150-0011 東京都渋谷区東１−２６−２０東京建物東渋谷ビルディング１４F
担当

渡邉

康徳

TEL : 03-5469-7300（代）

FAX : 03-5469-7303

株式会社ランドスケイプ
〒163-1415 東京都新宿区西新宿３−２０−２ 東京オペラシティ１５F
担当: 北澤

光剛

Mail: ir@landscape.co.jp
TEL : 03-5388-5300

FAX : 03-5388-5301

---------------------------------------------------------------------------------------

