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社名：株式会社ジーニー Geniee, Inc.

設立：2010年4月14日

代表取締役社長：工藤智昭

従業員数：367名（連結 2022年1月末時点）

資本金：1,549百万円（2021年9月末現在）

事業内容：広告プラットフォーム事業
マーケティングSaaS事業
海外事業

グループ会社：ビジネスサーチテクノロジ株式会社（日本）

株式会社REACT（日本）、CATS株式会社（日本）

Geniee International Pte., Ltd. （シンガポール）

Geniee Vietnam Co., Ltd. （ベトナム）

PT. Geniee Technology Indonesia（インドネシア）

Geniee Adtechnology (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

PT. Adstars Media Pariwara（インドネシア）



Purpose・存在意義

2010年の創業以来、ジーニーは日本とアジアのお客様のマーケティング・営業に関する課題や要望に向き合い、プロダク

ト開発や成功のための提案、導入支援を行ってきました。

インターネットやテクノロジーは急激に進化してより強力なパワーを持ち、企業のマーケティングや顧客価値向上には、

インターネットやテクノロジーの活用が必須の時代が来ています。一方で、マーケティング活動そのものが難しくなって

います。個々のプロダクト活用のための知識習得、IT・データ・AI活用のための人材確保、社内教育など……。

ジーニーは自社開発のプロダクトを、社員が熱く積極的に関わって提供することで、企業様のマーケティングの投資対効

果を最大化していきます。

インターネットに詳しくなくても良い商品が売れる時代を創れたら素敵ですし、インターネットマーケティングにより企

業の競争優位性を生み出そうとするお客様の想いにも応えられるよう、努めてまいります。
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Business Purpose
ジーニーのプロダクトやサービスが実現する世界観

誰もがマーケティングで成功できる世界を創る



Purpose・存在意義

今回、２つのPurposeを定義しました。「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」ことを

実現するのは、ジーニーの社員です。日本では数少ない、海外展開も行いながら成長を続けるテク

ノロジーカンパニーの一員であることに誇りをもち、その知識や利益を社会に還元していきたいと

思います。

どちらも壮大な目標ですが、Business PurposeとCorporate Purposeの両輪を回してこそ、ジー

ニーのプロダクトやサービスを使ってくれている企業様に、ひいては社会に貢献できる存在となっ

ていけると信じ、私たちは今日も歩み続けます。
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Corporate Purpose
組織の長期目標・存在意義

日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する

世界を変えていく意志

世界を変えていくためには、１人ひとりが魔人の魂を胸に個々の才能やマインドを常に引き上げ、変わり続けていかなけ

ればなりません。

変わり続ける強い個の力が団結すれば、あらゆる困難をも乗り越え、世界を席巻し得る魔法を現実のものとできるのです。

ジーニーは、世界を変えていく業界のリーディングカンパニーとして、わたしたち自身も変化・成長していきます。



事業領域と提供地域を年々拡大

2016年3月期、主力事業「GENIEE SSP」が国内トップクラスの規模へ

2016年からは、SaaSプロダクトの提供を開始

M&Aも実施しながら事業を拡大

2022年1月に新ブランド立ち上げ、

サービス名称を変更

2,911

※ 2013.3～2015.3は単体売上高、2016.3～2019.3は連結売上高を表示、単位：百万円

沿革
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2020/11

提供地域

高シェア
サービスの
海外展開

新領域の
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Indnesia

2015/9
Thailand

2017/8
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事業紹介
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ジーニーの提供価値 マーケティングの総合的なソリューション

認知

サイト訪問

（興味・関心）

検討・比較

購入
予約
来訪

再購入

再購入

優良顧客化

広告
SNS

サイト内検索

チャット

SFA

MA

MA

情報収集
潜在顧客

顕在顧客

休眠顧客

優良顧客

＜企業＞

費用対効果
利便性

LTV

時間

✔ 商品購入のヒントが得られる
✔ 最適な情報提供により商品知識が向上
✔ 最適な商品の購入が可能
✔ フォローによる満足度の向上
✔ リピート購入

✔ 広告予算の最適化
✔ 営業活動の生産性向上
✔ 業務効率の改善
✔ 成約率の向上
✔ 優良顧客化

企業に利便性に優れた費用対効果の高いマーケティングソリューションを提供し、

ユーザーに企業を通じて精度の高いマーケティングを届ける

＜ユーザー＞

精度の高い
マーケティング
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広告プラットフォーム事業

単面広告用では日本最大サイズの渋谷ハチ

公前広場に位置する街頭ビジョン

首都高速や大阪・新御堂筋の高速道路周辺

に、複数面デジタルサイネージを展開

大阪・道頓堀にあるTSUTAYA戎橋店の壁

面及び屋上に設置された、総面積約455平

米を誇る超大型の屋外広告ビジョン

シブハチヒットビジョン 首都高/新御堂筋LED ツタヤエビスバシヒット 新宿ユニカビジョン

100㎡ｘ3面の大型LEDビジョンと全長52ｍ

に及ぶ文字放送用ビジョンの複合型屋外デ

ジタルサイネージ

タクシー内動画広告。大手ITベンチャー企

業と連携し弊社がシステムを開発・提供

全国200店舗/3,500台以上に動画広告配信

可能な呼出し端末へ広告配信システムを

OEM提供

歯科医院待合サイネージ
「デンタルアシストTV」

全国1,300の歯科医院の待合スペースのサ

イネージと広告配信システムを連携

タクシーサイネージ「MOV」 京王エージェンシー
フードコート呼出し端末
「ブレイクキャスト」

デジタル広告効果の可視化、新しい広告配

信手法の検証を目的とした実証実験を

2020年7月より開始

DOOH

大型屋外サイネージ、タクシー広告、駅内広告など多数の採用実績



広告プラットフォーム事業
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SSP・DSP

インターネット広告市場において、SSP（サプライサイドプラットフォーム）

DSP（デマンドサイドプラットフォーム）などの

サービスを提供するアド・プラットフォーム事業を展開

広告主

メディア

ユーザー

ユーザー属性や行動履歴等に基づき、

最適で高収益の広告を表示

メディアの収益を最大化する広告運用を支援

広告枠

広告

広告枠

アクセス

広告リクエスト

入札リクエスト

広告 広告 広告

広告 広告 広告

選ばれた
最適な広告

入札依頼

広告表示

GenieeSSP

GenieeDSP

9

DSP（B社）

広告 広告 広告

DSP（A社）

5   入札

1
2

3

6

4
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マーケティングSaaS事業

・顧客/商談管理に特化したシンプルな設計
・定着率99%の営業管理・顧客管理システム

・様々なマーケティングアクションを自動化
・国内最多の配信チャネル
・WEB上の顧客行動を簡単にリアルタイムで把握

・顧客獲得と顧客満足を同時に最大化
・カスタマーサクセスとCVR向上を同時に実現

マーケティングに関するソフトウェアを開発/販売

国内導入実績1万社以上、年間成長率300%

・高速・高精度検索を実現する独自技術を搭載
・検索アシスト辞書を標準装備、多言語検索対応
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時間、場所、デバイスを選ばず、

正しい情報にいつでもアクセス

顧客管理

営業状況をリアルタイムで可視化し管理するツール

どんなITリテラシーの企業でもデータドリブンな営業活動を実現

商談
プロセス管理

グラフ作成 活動報告 タスク管理

カスタム
オブジェクト レポート機能 名刺管理機能 項目設定 権限設定

プロセスビルダ Gmail連携 Googleマップ
連携 カレンダー連携 ＭＡ連携
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企業とユーザーとの1 to 1コミュニケーション施策を

自動化・効率化できるプラットフォーム
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マーケティング＆カスタマーサポート強化を同時に行える

国内唯一のチャット型Web接客プラットフォーム
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⾼速・⾼精度検索を実現するサイト内検索により、

サイト訪問時のユーザー体験の向上、企業のマーケティング活動をサポート

新規顧客の獲得 顧客管理

■ GENIEE SEARCH for コーポレート
■ GENIEESEARCH for EC

Webサイトに検索機能を付加して導線を最適化する

サイト内検索

キーワード検索と詳細情報ページをダイレクトに繋ぐ

ナビゲーションツール



海外事業

海外進出8年目、前年度の構造改革を通して、四半期会計期間として過去最高の営業
利益を達成。事業提携、投資M&Aも数多く実施。アジア経営者会議にGeniee 

International 取締役の磯部融輝が登壇。

国際拠点
創業3年目より海外進出
・シンガポール
・インドネシア
・タイランド
・ベトナム

カバレッジ
拠点に加え、アジア圏内及び
北米市場の広いカバレッジ
を有す

https://geniee.co.jp/news/20201030/253
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01345208/pikiran-rakyat-media-network-dan-geniee-resmi-kukuhkan-kerja-sama-perkuat-eksistensi-di-dunia-media-digital


ジーニープラットフォームの顧客資産/データ ソフトバンクグループとの連携

ソフトバンクグループとの連携顧客資産/データ

取引先のユーザー企業の膨大なデータの活用が、プロダクトの付加価値向上に活用され、

プロダクトのクロスセルを推進し社単の向上につながる。ソフトバンクグループとの連携により、

レバレッジを効かせていく。

月間広告表示回数

600億 Impression

アクティブ取引社数

3,000社
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✔共同開発した広告プラットフォームによる
広告配信サービス

✔インバウンド・越境ECの集客を実現する
クロスボーダー広告配信サービス

✔東南アジアにおける協業プロジェクトの
計画策定と検証の実施
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市場規模

インターネット広告市場の推移

当社が事業展開するマーケティングテクノロジー業界（インターネット広告市場、SaaS市場）は、

ネット環境の充実やDX市場の拡大により高成長している。

SaaS市場の推移

出所：電通「日本の広告費」 出所：富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2020年版」

（兆円）
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代表からのメッセージ



19

代表取締役社長 工藤智昭

早稲田大学大学院理工学研究科
情報ネットワーク専攻修了。
在学中にインターネット広告関連のベンチャーを起業。
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホール
ディングス）に入社

事業開発室にてアドネットワーク事業推進を行い、
リクルートの広告を起点として、日本最大のエリア
アドネットワークの構築を手掛ける。
リクルートでは、全社イノベーション賞、
New RING準グランプリ、Goodデザイン賞などを
受賞。
2010年4月当社設立、代表取締役社長に就任。 新卒で入ったリクルートを入社4年目に退職。2010年に創業した株式会

社ジーニーは、たったの7年間で売上高100億円を超え、東南アジアへ事
業を展開

https://www.pr-table.com/geniee/stories/799

https://www.pr-table.com/geniee/stories/799


こんな人と働きたい ～代表からのメッセージ～
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第一に当事者意識があって誠実な人と働きたいです。

当社のミッションは「テクノロジーで新しい価値を創り、クライアントの成
功を共に創る」とありますが、派手な施策よりも顧客を成功させ継続率を高
めるのがもっとも有効な手段になります。顧客の成功を創るのは地道な作業
ですが一緒に頑張れる人が嬉しいです。一人一人の裁量は大きいため、誠実
で信頼ができる人が仲間になってほしいと思います。

最近では、大きな仕事をする際には営業、エンジニア、オペレーションな
ど複数部門が協力することも多いです。チームワークが重要なフェーズにな
っておりチームワークも大切にしてほしいと思います。そして栄枯盛衰が激
しく、「変化に対応できるものだけが生き残る」という言葉が最もあてはま
るIT業界ですが、変化に強いのも重要な資質だと思います。
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社風・文化
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GENIEE’s Data

職種別比率

平均年齢年齢別構成比 従業員数（正社員・契約社員）

男女比
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ジーニーにおけるキャリアパスについて
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等級の決まり方

＜入社前＞ 入社前の年収、職務経歴、面談により等級を設定

＜入社後＞ 下記の要素により決定

【スケジュールイメージ】



福利厚生

リフレッシュ5000
月5,000円(税別)まで、リフレッシュに関する費用を負担します。
例）マッサージ、テーマパークチケット、旅行、映画チケット、散髪

書籍補助 年間60,000円（税別）まで書籍購入補助を行います。

シャッフルランチ／ディナー
手当

早くジーニーに慣れていただけるよう、シャッフルランチ/ディナー代を支給します。

定時勤務時間変更 通院等、事情がある場合には12:00～など勤務時間を変更することができます。

家賃補助
新宿駅・西新宿駅・都庁前より3駅前後を目安とした、会社が指定する駅を最寄りとする場所
へ住んだ場合、月30,000円の住宅手当をお支払いします。
※4年を経過した従業員は対象駅に関わらず支給

快適に仕事し、成長していただくための支援

Copyright (C) 2021 GENIEE Inc. All rights reserved.

フリードリンク 社内に製氷機、ウォーターサーバー、コーヒーサーバーを完備しています。
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福利厚生

ジョブチェンジ制度 社内異動の仕組みを定め、他部署への異動希望を出すことが出来ます。

旅するエンジニア制度
グローバルチャレンジ制度

グローバルレベルの社員創出を目的に、海外でのリモートワークや海外支社での勤務を認め
る制度

資格取得支援
業務上必要な資格の取得を目指す社員には、面談の後、資格取得費用の全額または一部を補
助します。（個別に申請制）

キャリアアップを支援する福利厚生/他

ジニドル
日頃の仕事の成果や行動に感謝とメッセージと共に少額の成果給（ピアボーナス）送りあえ
る制度

部活動支援制度 社内交流を目的に、半期に１人当たり月額5,000円迄の部活動費を負担します。

英語学習支援制度 業務に必要な場合、英語学習支援として、費用の全額または一部を負担します。
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https://geniee.co.jp/blog/category/interview/

コーポレート採用サイト

各種リンク

コーポレートブログ 社員インタビュー

https://geniee.co.jp/recruit/
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https://www.youtube.com/watch?v=l_JCJoZHqso

プロダクト紹介サイト

GENIEE Branding Movie

https://geniee.co.jp/products/

https://geniee.co.jp/blog/category/interview/
https://geniee.co.jp/recruit/
https://www.youtube.com/watch?v=l_JCJoZHqso
https://geniee.co.jp/products/

