介護分野における主な関連事業（1/2）
介護の各分野で、個人、従事者、事業者の幅広い会員ネットワークを保有
サービス概要
「安心介護」
会員数約3.5
万人を誇る業
界最大級の家
族介護者向け
コミュニティ
「ケアマネドット
コム」
ケアマネ会員
数約5万人を
誇る業界最大
級のケアマネ
会員制サイト

「かいごDB」
全国30万件以
上の事業所を
検索可能な業
界最大級の介
護事業所検索
サイト

ケアマネジャーを中心とする介護の専門家との
Q&A を通じ、介護をする家族が無料で質問でき
る場を提供。また、医師をはじめとする専門家が
執筆する、介護に関する記事を閲覧することも可
能。家族介護者同士で意見交換、介護する上
でのさまざまな気持ちを共有する掲示板も提供。
介護をする家族が、必要な情報に対して効率的
にアクセスできる場を提供することにより、介護に対
する不安を軽減することを支援
ケアマネジャーに特化したコミュニティ。ケアマネ
ジャーに役立つ介護ニュースやセミナー情報、ブロ
グや掲示板等の意見交換の場を提供することに
よって、ケアマネジャーの働く環境を整えることを支
援。また、ケアマネドットコムで集められた多くの介
護支援専門員の状況・問題点・解決案・意見・
提案などをまとめ、関係機関や組織にレポートす
る機能も果たす
施設入居を検討されている高齢者の施設選びを
サポートするサービス。日本全国の有料老人ホー
ム、高齢者専用賃貸住宅、グループホームの豊
富な情報を掲載しており、各施設への直接問合
せ、見学依頼、資料請求をすることが可能。地域
や予算による絞り込み検索機能や、施設の医療
体制に関する情報を提供することで、入居を検討
されている方の最適なホーム選びを支援
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実績
• 総投稿数 約6.6万件
• 質問会員数 約3.5万人
• 月間UU 約10万
• 月間PV 約50万
（2012年11月当社調べ）

• ケアマネ資格者会員数
約5万人 （現職ケアマネ
の50％相当）
• 業界最大級のPV
（2012年12月当社調べ）

• 事業所数 全国30万以上
• 月間UU 約60万

• 月間PV 約300万
（2013年2月当社調べ）
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介護分野における主な関連事業（2/2）
介護の各分野で、個人、従事者、事業者の幅広い会員ネットワークを保有
サービス概要

「カイポケビズ」
約1.3万の事業
所ユーザーを持
つ、業界最大
級の介護事業
者向けのビジネ
スポータル
「カイゴジョブ」
月間約50万
人の求職者が
集まる業界最
大級の介護専
門の求人情報
サイト
「けあとも」
会員数約3.5
万人の介護従
事者向け会員
制サイト

介護事業者向けの会員制ビジネスポータル。介
護報酬請求業務のASP サービスやネット求人広
告サービスを中心に、事業運営に役立つ様々な
サービスを利用することが可能。コスト面等で従来
個別導入しにくかったサービスを総合的に提供する
ことにより、介護事業者の事業の効率化、財務の
健全化を支援

介護福祉職に特化した、求人・転職情報サービ
ス。ホームヘルパー・施設介護職員をはじめ、ケア
マネジャー、サービス提供責任者、生活相談員な
ど、介護・福祉の仕事に特化した求人情報を探し
て応募することが可能す。インターネット広告を積
極的に展開することにより、多数の求職者の来
訪・応募を実現し、効率的な求人・求職のマッチ
ングの支援
介護・福祉職に特化したコミュニティ。介護業界著
名人によるブログや時事ニュースなどの介護最新
知識、発言者の資格や居住地などが分かる掲示
板での交流、介護保険や資格・仕事情報など多
数のコンテンツを利用することが可能。多くの介護
職員の「相談する人がいない」「他の事業所の方と
知識交換をしたい」という声に応え、介護・福祉従
事者の働く環境を整える支援
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実績
• 会員数 約1.3万事業所
• ASP介護ソフト シェア 業界
トップクラス
（2013年2月当社調べ）

• 利用者数 約50万人/月
• 会員数 約23万人

• 月間PV 約150万
• 掲載介護事業者 約400社
• 求人広告件数 9,000件超
（2012年5月 当社調べ）

会員数 約3.5万人
（ケアマネを除いた数字）

（2012年11月当社調べ）
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医療分野における主な関連事業（1/2）
医療の各分野で、個人、従事者、事業者の幅広い会員ネットワークを保有
サービス概要

「ナース専科コ
ミュニティ」
看護師会員
数No.1を誇る
看護師のコミュ
ニティサイト

「エイチエ」
管理栄養士・
栄養士の業
界最大級のコ
ミュニティサイト

「ナース人材バ
ンク」
シェア35~40%
を誇る紹介実
績No.1の看護
師人材紹介サ
イト

看護師・看護学生に特化したコミュニティサイト。
全国の看護師・看護学生と意見交換・相談など
ができる「看護師掲示板」を中心に、情報収集の

実績
• 看護師会員数 約27万
看護学生会員数 約3万

ための「看護ニュース」、看護スキルが学べる「看護

• 月間UU 約18万

記事」、国家試験対策のe- ラーニングを提供する

• 月間PV 約351.7万

ことで、看護師・看護学生を多方面から支援
管理栄養士・栄養士に特化した、ナレッジコミュニ
ティサイト。「献立レポ」では日々の業務で作成し
た献立を写真で共有し、料理の組合わせや盛り
付け等のノウハウを会員同士で共有。また、日頃
の業務のQ&Aや、人間関係や転職等の悩みを
相談できる掲示板、業務遂行上チェックしておくべ
きニュース等を提供し、管理栄養士・栄養士を多
方面から支援

（2013年1月当社調べ）

• 会員数 約3.2万
⇒ 業界最大級
• 月間UU 約6万
• 月間PV 約180万
• アクティブ会員率 41%
（2013年4月当社調べ）

• 登録者数 約11.5万人
看護師に特化した人材紹介サービス。病院、クリ
（年間転職者の約6割相当）
ニックといった施設の種類や診療科目等、看護師
の多様なニーズに応える多数の求人案件の中から、 • 人材紹介経由の看護師転
業界専門コンサルタントのコンサルティングを通して、
職社シェア35~40%
的確な求人情報を得ることが可能。常時多数の
• 圧倒的知名度と独自の集
看護師の登録を実現し、他職種に比べ採用が特
客ノウハウを誇り、シェアは
に難しいとされる看護師の確保に対して、スピー
年々拡大中
ディーかつ的確な求職・求人マッチングの支援
（2012年4月当社推計）
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医療分野における主な関連事業（2/2）
医療の各分野で、個人、従事者、事業者の幅広い会員ネットワークを保有
サービス概要

「QLife」

日本最大級の
総合医療メ
ディアサイト

「ココヤク」
薬剤師の会
員数No.1を誇
るコミュニティサ
イト

「ピュアナース」
業界上位の売
上を誇る看護
師向け通販サ
イト

月間600 万人（2012年9 月現在）が利用する、
日本最大級の総合医療メディアサイト。口コミ病
院検索、お薬検索、医療に関する読み物等様々
なコンテンツを提供しており、エンドユーザーから医
療従事者まで幅広く利用。（QLifeは、SMS の持
分法適用会社である株式会社QLifeによって運
営されています）
薬剤師・薬学生専門の情報交換コミュニティサイ
ト。地域や職場を超えて日本中の薬剤師をつな
げることで、薬剤師同士が互いに相談し合い、悩
みを解決できる環境を提供。主なコンテンツは、仕
事の疑問を相談できる「掲示板」、日々の工夫を
共有できる「ブログ」、最新情報や業界動向が学
べる「ニュース」「記事」など。コミュニケーションの場
を提供するだけでなく、専門的な情報も発信し、
薬剤師の業務を支援
10 年以上にわたって看護師に特化した看護グッ
ズの通信販売を展開してきた老舗ブランド。オリジ
ナル白衣やナースシューズ、聴診器、小物などの
看護師に必要なグッズを、3,000 種類以上のバラ
エティ豊富なラインナップで、無料配布のカタログや
Web サイトを通じて販売展開
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実績

月間利用者数 600万人

（2012年9月 当社調べ）

• 会員数 約1.2万人
• 月間PV 約27万
• 月間UU 約2.3万
• アクティブUU率 45%
（2012年6月 当社調べ）

顧客数 約35万人

（2013年4月 当社調べ）
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