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“働く”にもっと

「楽しい」を創造する。

お客様の課題を解決していく喜びや楽しさを通じて

仕事にもっと夢中になれる世の中をつくり続けます。

私たちは、“働く”を心底楽しいと思えることが

最も生産性を向上させると信じています。

「楽しい」を創造していくことが、

私たちの壮大なるミッションです。

Mission
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世の中は物凄いスピードでデジタル社会に変貌する中、 

なぜ建設業界はこんなにも情報革命が遅れているのか。 

「誰も作らないのなら自分が作ればいい。変えればいい。」

この気づきが、現在のSpiderPlus & Co.の始まりです。

今はもうデスクが図面で山積みになることも、色えんぴつが散乱することもなくなりました。 

そしてこれから先に待っている自分たちが作り出す、新しい「何か」が楽しみでなりません。 

常に革新を求めて。

誰も作らないのなら自分が作ればいい。

常に革新を求めて。

はさみとパン切包丁と少しの工具、多少の経験があれば自分でも社長になれると、僕は保温断熱工事の会社を起業しました。

それから数年が経ち、世の中がITバブル、情報革命と騒ぎ出したころ、自分の仕事に対して様々な違和感を感じるようになります。 

山のように積まれた図面。散乱する色えんぴつ。積算するたびに大きくなるペンだこ。 確認忘れで何度も現場を往復する日々・・・

Top Message
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Board Member

伊藤 謙自｜Kenji Ito
代表取締役社長 兼 CEO

建設資材商社営業、熱絶縁工事の施工管理を経て、

1997年に創業。

建設業界に身を置く中で建設業の課題を自ら体感し、

クラウドやタブレットの普及において、 DX推進による

業務効率化によって解決できると考え、 2010年に

SPIDERPLUSの事業を開始。

鈴木 雅人｜Masato Suzuki

取締役執行役員 COO コーポレートブランディング室長
兼セールスグループ カスタマーサクセス部長 

空間デザイナーとして、店舗やオフィスなどのデザイ

ン設計からWebやグラフィックなど広範囲のクリエイ

ティブ領域を経験。 2010年のSPIDERPLUS事業開

始の際に参画、事業の成長にあわせて様々な領域を

担当。事業統括をはじめとして、コーポレートブラン

ディング、デザイン、広報とカスタマーサクセス、サ

ポートを統括。

川合 弘毅.｜Hiroki Kawai
取締役執行役員 CRO

公認会計士として EYにて監査業務に従事した後、地

方ゼネコンに入社し、経営に参画。バックオフィスの

統括や不動産事業や建設 SaaS事業など統括。その

他、数社の上場企業などの社外役員も務める。

2018年よりスパイダープラスに参画し、 HR部門を統

括。2023年よりセールスグループを統括。

Management

藤原 悠｜Yutaka Fujiwara
取締役執行役員 CFO 経営企画室長 

Deloitte等でFinancial Advisorとして活躍後、スタート

アップでの新規事業開発を経て 2021年よりスパイ

ダープラスに参画。経営企画部門とコーポレート部門

を管掌。2022年より取締役執行役員 CFOに就任し、

新規事業開発も担う。 公認会計士。
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Board Member

石井 功一｜Koichi Ishii
執行役員 VPoE 兼 HR室長 

広告業界、通信業界にてシステム責任者などを経

験。大手SIerのMgrを経て2020年にS+に参画。エン

ジニア組織の拡大やマネジメントライン強化など、強

いプロダクトを生む組織づくりを担う。 2023年よりHR
室を統括。

藤田 智之｜ Tomoyuki Fujita
取締役執行役員 CTO 

日本アイ・ビー・エムにて、大規模システム開発にお

けるプロジェクト・マネジメント業務に従事。  その後、

スタートアップ企業数社にて、プロダクト開発責任者

を歴任。スパイダープラスではプロダクト開発の統括

責任者として、プロダクトの企画・立案、および各開発

プロジェクトの運営を担う。

Management

野田 隆正｜ Takamasa Noda
執行役員 セールスグループ パートナーサクセス部長

通信機器関連の営業を経験後、 Webサイト制作会社

を創業し13年間Web業界で会社経営を行う。

その後2017年にスパイダープラスに参画。フィールド

セールスの戦略立案を中心にセールスグループ全体

統括の一翼を手掛けたのち、 2023年よりパートナー

サクセス部にてパートナー連携の立案および強化実

現を担う。

増田 寛雄｜ Hiro Masuda
執行役員 Tech Lead

SIerにて様々な開発案件に従事。

SPIDERPLUSの前身となるSpiderを開発後、事業化

にあたりスパイダープラスに参画。

技術部門担当。
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Board Member

三浦 慶介｜ Keisuke Miura
執行役員 セールスグループ 営業企画部長

一橋大学法学部卒業後、大手インターネット企業や

事業支援会社を経験。スパイダープラスでは事業戦

略の統括責任者として中長期をふくめたプロダクト・

マーケティング戦略の立案および実現を担う。

高橋 俊輔｜Shunsuke Takaheshi
執行役員 法務責任者 兼 海外事業グループ長

東京大学法学部卒業、同法科大学院修了、ミシガン

大学元客員研究員。検察官として東京地方検察庁等

にて財政経済事件等の捜査公判担当。退官後、長島

・大野・常松法律事務所にて国内外の企業間紛争・

取引案件等を手掛け、 2022年スパイダープラスに参

画し法務及び海外事業部門を管掌。弁護士。

Management

谷口 将仁｜Masahito Taniguchi
執行役員知財責任者

上場企業からスタートアップまで、複数社の CIPO(最
高知財戦略責任者 )を歴任。

経産省から知財功労賞の受賞、内閣府から知財経

営の成功企業として事例化。

株式会社MyCIPOを設立し、国内唯一のレンタル

CIPO®事業を展開。

2022年よりスパイダープラスに参画。知財戦略を統

括。
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代表の伊藤が建設現場勤務時代に対峙した課題を

テクノロジーの力で解決するために2000年に設立

会社名 スパイダープラス株式会社 （東証グロース市場：4192）

代表者 伊藤　謙自　KENJI ITO

本社所在地 東京都港区虎ノ門 2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 27階

設立 2000年2月

主な事業内容 建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

Company Profile



建設業界

を知ろう
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＊1：（社）建設経済研究所「建設投資の中長期予測（2035年度までの見通し）（2021年3月26日発表）」より抜粋。

−2%
■建設投資額　■維持修繕投資額

単位：兆円

非常に大きな市場

今後も同様に推移

2023

建設投資額推移予測 ＊1

Market
建設投資額

は

ほぼ横ばい
で推移



Market

＊1：2020年3月16日発刊 日経BP「建設テック未来戦略」及び、総務省平成27年国勢調査「就業状態等基本集計結果」及び国土交通省「令和２年度（2020年度） 建設投資見通し」より、2020年度の国内建設業投資額63兆円（見
通し）が2040年まで同程度で推移した場合、建設業就業者がより不足すると当社独自に推計。

＊2：厚生労働省「毎月勤労統計調査」2020年9月確報版を元に当社作成。

建設業は

人員が
不足する

＊1

建設業は

労働時間
が長い＊2

（単位：時間）

年間

1,633
時間/人

年間

1,984
時間/人

（単位：万人）

（予測値） （予測値）



Market

ほぼ横ばいで推移する

建設投資額

年々不足する

就業者数

100万人

今後も拡大する

IT投資額

3.7倍63兆円
2014年 → 2019年2014年 → 2025年2017年 → 2035年

ますます

人手不足

DX化は
今後より
必要に

＊1：（社）建設経済研究所「建設投資の中長期予測（2035年度までの見通し）（2021年3月26日発表）」より抜粋。
＊2：日経BP「建設テック未来戦略（2020年3月13日発行）」より抜粋。
＊3：（社）日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2020」及び「企業IT動向調査報告書2015」より抜粋。



Market

4兆円
 (1＄=100円にて換算)

2.1兆ドル（アジア建設市場規模＊４）
×1.84%   (日本国内建設業と同じIT投資率と仮定＊３)

国内市場

約1.2兆円
建設投資額62兆9,400億円＊2

×1.84%（IT投資率＊３)

＊1：当社が想定する最大の市場規模を意味しており、当社が2020年12月現在で営む事業に係る客観的な市場規模を示す目的で算出されたものではありません。
＊2：国土交通省「令和2年度（2020年度）建設投資見通し」及び、SPEEDA「住宅・リフォーム・修繕業界」より当社推計。
＊3：（社）日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2020」より抜粋。
＊4：SPEEDA「ゼネコン業界(アジア・オセアニア)」より抜粋。

開拓余地の大きな建設DX市場 ＊1

アジア市場

さらに

大きく



Product
を知ろう



Product

建設現場の社会課題を

DXで解決

施工管理サービス

スパイダープラス



Product

効率化を加速するオプション機能全工程で必須の標準機能

総合建築 空調衛生設備

図面管理 写真管理

報告書作成電子小黒板

電気設備

建設工種別の検査に対応

建設現場の膨大な図面・写真・検査記録をクラウドで一元管理

図面管理 写真管理

報告書作成電子小黒板



Product

建築パック 電気設備パック 空調設備パック

オプション検査機能を業種に合わせたパッケージプランで提供

照度測定機能コンセント試験機能 風量測定機能 圧力計連携機能工事進捗管理機能配筋検査機能

● 杭施工記録機能

● 配筋検査機能

● 仕上検査機能

● 工事進捗管理機能

● 幹線・負荷設備試験機能

● コンセント試験機能

● 電力量計確認機能

● 照度測定機能

● 風量測定機能

● 圧力計連携機能

● 温湿度計連携機能

● 騒音計連携機能



Productオプション機能のご紹介

● 3人作業から2人・1人での作業が可能になり

大幅な業務効率化

● 図面に計測箇所をプロットできるので直感的

な管理が可能

● 計測したデータをリアルタイムに確認、その場

で合否判定可能

● 検査報告書の出力も簡単

● BIM＊1から測定箇所の位置情報や制気口情

報を取込める

従来の検査業務を大幅に効率化するオプション機能群

風量測定機能のご紹介

測定の進捗がアイコン

の色でひと目で分かり

計測漏れを防ぎます
（赤：未測定／緑：測定中／

青：測定済）

＊1：Rebro® から測定箇所の位置情報や制気口情報等のデータを取り込めます。また、計測データをRebro®に戻すこともできます。
　　  Rebro®の「SPIDERPLUS連携」アドインはRebro®保守加入顧客向けの機能です。

風量測定オプション画面 外部計測機器の風量計を用いた風量測定検査の様子

計測者のみで作業可能検査記録帳票作成を効率化

特徴



10年の成長はプロダクトの開発とともに

Product

2013年
「配筋検査」

「仕上検査」

2017年
「電子納品対応」

「RICOH THETA連携」

「杭施工記録機能」

「CAD連携」 
「風量測定」

2018年
「圧力計連携」

「工事進捗管理」

「温湿度計連携」

「指摘管理」

2019年
「3D CAD Rebro連携」

「照度測定」

「コンセント試験」

「幹線・負荷設備」

「電力量計」

「勾配測定」

「box連携」

「騒音計連携」  

2020年
「満水試験対応」

「照度ロボ連携」

「Dropbox連携」

「アネモマスター

　風速計連携」

2011年9月
SPIDERPLUSリリース 

2010年
SPIDERリリース

2014年
「ISMS取得」

「7notes Pad+WC連携」

設備工事業普及期 総合建設業普及期 領域拡張期

2021年
「Tfas防火区画  連携」

「設備CAD FILDER連携」

「SPIDERPLUSパートナー」



Product
SPIDERPLUS導入後、平均2.5時間／日の業務改善を実現した例

＊1：削減できる作業時間はタブレット＋SPIDERPLUS導入企業の社内調査資料に基づくもの。
＊2：労務費は25,000円／日、1日の労働時間：480分／日、1ヶ月の稼働日数20日にて試算。SPIDERPLUS初期費用、サーバー費用、タブレット端末の利用料、通信費や教育コスト、消費税などは含まない。

月間の削減時間・コスト

1日の削減時間： 2.5時間 × 月の稼働：20日 ×（日給25,000円 ÷ 8時間勤務）＝ 156,250円

月間のランニングコスト

SPIDERPLUS標準機能利用料： 3,000円

156,250円／月

3,000円／月

月間のランニングコスト月間の削減時間・コスト −

一人あたりの

月間導入効果例＊２

約150,000円

導入前 導入後

2.5h

削減時間

4h

0.5h

現場巡回

写真整理

5h

2h

現場巡回

写真整理

指摘事項チェック

＊1

改善例（1日）

1h

1h
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導入事例　青木あすなろ建設株式会社 様

スパイダープラスを選んだ理由は？

選定基準にあったポイントを解消してくれた

スパイダープラスを選んだ理由としては、当然選定基準にあったポイントを解消してくれるという点

が大前提でした。

データをタブレットで管理する、写真整理の効率化、仕上げ検査の IT化といった点を解消してくれる

点に加えて、他社よりもコスト優位性がありました。

また、なんと言ってもスパイダープラス社は顧客のことを見ている企業だと感じた点が大きかったで

すね。導入するかを最終決定をする打ち合わせの前に「こういうことができるともっと良いよね」と伝

えていたのですが、スパイダープラス社は打ち合わせ日までに要望していた点に対応してくださって

いました。

導入してどのような効果がありましたか?

労働時間短縮と紙の削減、社員のモチベーションアップですね

当時、社員が勤務時間外に実施していることのほとんどは書類整理や作成が主でしたので、そうし

た時間を削減できました。また、クラウド上に施工計画書などのデータ入れることができるため、紙

の荷物を運ぶ機会が減りましたね。加えて、社員のモチベーションアップにも繋がりました。スパイ

ダープラスは試験的に導入した現場から口コミが広がり、社内でも話題となっていました。「うちの現

場でも導入したい」という声がたくさん出ていましたので、それに対応することで、社員のモチベー

ションを挙げる効果がありました。

建築技術本部　総合評価部長
月本　信之氏

● 写真整理の効率化につながった

● アナログだった仕上検査のIT化が実行された

● 作業効率化され社員のモチベーションアップにつながり現場からの

口コミで社内で広がった

POINT
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導入事例　鴻池組 様

スパイダープラスを選んだ理由は？

建設事業をやっている会社なだけあって

打合せが非常にスムーズに行えました。

様々なシステムを比較検討している中で、弊社 (鴻池組様 )で活用する場合、どうしても標準機能だ

けでは足りない機能がありました。

そこでスパイダープラス社以外のシステム会社にもカスタマイズの依頼をしたのですが、あまりカス

タマイズに応じてくれなかったという感覚を持ちました。

スパイダープラス社さんに相談したところ、自社でも建設事業を行っていたため、同じ目線でこちら

にもわかるようにカスタマイズの説明をしてくれました。

導入してどのような効果がありましたか?

作業効率が80%アップしたという声が現場からあがってきます

弊社では100人を超える人数がスパイダープラスを活用しています。ある現場では図面管理や仕上

げ検査にて効率化が進み、 80%向上したという声も上がってきています。

これからの建設業界は人手不足が加速している中、工期の短縮、品質の要求項目は、どんどん上

がってきています。必然的に現場での作業の効率化を実現しなければならなくなってきています。

株式会社  鴻池組  東京本店
建築部技術課  課長 波多野氏

● 建設事業をスパイダープラス社でやっていただけあり同じ目線で相

談ができた

● 作業効率が80%アップした

● 現場での作業効率化を実現しなければならない中、スパイダープラ

スが活用されている

POINT
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導入事例　HEXEL Works Inc.様

スパイダープラスを選んだ理由は？

「求める基準」を満たしているのがスパイダープラスでした

すでに他支店でも使っていたので信頼性も高く、実際使ってみて、求める基準を満たしている満足し

たものでした。

スパイダープラスは 1つのツールで現場資料に必要なものが完結して、あれもこれもと覚えずに気

軽に使えるツールというのも選定理由のひとつでしたね。

導入してどのような効果がありましたか?

写真整理の手間や時間が削減されたのは、すごく大きいです

従来は施工記録にデジカメで撮った写真を使用していましたが、 1枚1枚図面の撮影箇所と照らし合

わせるのが大変でした。

スパイダープラスは図面上に写真とメモが載せられるだけでなく、撮影方向も記録できるので、今ま

で伝わりずらかった情報も共有できて手間や時間が削減できました。

株式会社HEXEL Works 
新潟支店　工事部部長
小林 敏範氏

● 他支店でも使用していた信頼性も高く、求める基準を満たしていた

● 写真整理の手間や時間が大幅に短縮された

● 図面上に写真とメモが載せられるだけでなく撮影方向も記録ができ

るため情報共有の手間や時間が削減できた

POINT



User’s Voice

東京冷機工業株式会社

設立/ 1956 年 3 月　本社/東京都文京区　資本金/ 3 億円　事業内容/空調システムの計画から設計、施工、完成後のメンテナンスまですべてワンス

トップでトータルマネジメント

利用者に喜ばれるプロダクト

30%ほどは時短できているような実感があります。移動に

費やしていた時間等を含めれば、それくらいは間違いなくカット 
できているはずです。

引地氏

根拠ある指示を出せるから協力業者に納得して作業してもらえ 
るし、お客様にも「今日はこんな作業をする」と明確に説明できま

す。業者の方々をまとめ上げ、お客様の信頼を得る上で

欠かせない武器ですね。

西山氏　

25

東京冷機工業株式会社
埼玉事業所　埼北営業所

設備課 主任

引地 裕基 氏

東京冷機工業株式会社
埼玉事業所

本部工事

西山 智恵 氏

SPIDERPLUSを使用した

建設現場での検査記録の様子
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User’s Voice
今まで3名で行っていた検査を2名で出来るように

残業時間が目に見えて減りました

現場監督の残業時間が目に見えて減り、建築部全員分の導

入を決めました。

現場ではベテラン社員が若手社員に SPIDERPLUSでノウハウ

を共有するコミュニケーションも生まれています。

西田工業株式会社　建築部  統括

福田 隆雄 氏

荷物はタブレットのみになり、身軽になったことが嬉しかった

し、楽でした。電子小黒板を使うことで、現場の人員削減もで

き、今まで3名で行っていた検査を 2名で出来るようになりまし

た。

西田工業株式会社

多留 雄也 氏

格段に持ち物が減り、施工写真の撮影時間が短縮された

1日かかってしまう作業がすぐできるように

写真整理が格段に早くなりました。 1つずつ貼り付けをしてタイ

プ面を書いていましたが、 PCで一気に帳票出力できるのでそ

の時間が短縮できるようになりました。枚数にもよりますが、以

前は1日かかってしまう作業が SPIDERPLUSだとチェックしたら

すぐできるようになりました。

牧野電設株式会社　工事部  施工支援課

中瀬 泰葉 氏

格段に持ち物が減りました。小さいホワイトボードとペンとイレ

イザーを持って、施工写真を撮る時にはホワイトボードの中身

を書き換えて…としていましたが、 SPIDERPLUSにしてから、

黒板の書き換えがすごく楽になって、施工写真の撮影時間が

短縮されたと感じています。

牧野電設株式会社　工事部　施工管理

武山 志保 氏

西田工業株式会社

創業/ 1909 年 3 月　本社/京都府福知山市　資本金/ 1 億円　事業内容/建築事業、土木事業、リニューアル事業、まちづくり事業

牧野電設株式会社

設立/ 1978年7月　所在地/東京都練馬区　資本金/ 4千万円　事業内容/電気設備工事、設計、施工
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SPIDERPLUSユーザーアンケート＊1より

図面管理・写真整理・報告書作成について

● 図面と台帳の2部構成がお客様にわかりやすい報告書作成 が出来る。

● 記録写真のまとめが楽になった。パソコンがなくても仕事ができる。

● 図面や写真の最新の共有により、 間違い防止に大いに役立った 。

● 以前は半日ほどかかっていた工事写真の整理が、 10分~30分くらいで終わるようになった。

● 現場へ持ち出すペーパー類の量が大幅に削減 された。

業務効率化について

● 業務の効率化を図ることができ 月10~20時間の残業時間を減らすことができるように なった。

● 打合せ議事・写真等の配布が自動的に配信になるので楽 になった。

● 外部から報告書作成ができる為、 残業時間が月10時間以上減った。

● 月の作業時間が20時間以上削減された。

● 大型現場でかつ15階建てなので事務所に戻る時間が減り業務効率化 になった。

＊1：2020年3月実施SPIDERPLUSユーザーアンケート調査より



大規模建設現場で働く人たち

基礎工事 躯体工事
外装
工事

内装工事 設備工事
外構
工事

土
工事

基礎
工事

鉄筋
工事

型枠
大工

外壁
工事

左官
工事

塗装
工事

内装
工事

電気
工事

設備
工事

外構
工事

建築一式工事（総合建設会社）着
工

完
成

構造／階数 RC造　地上13階建て

間取り 2LDK～3LDK

専有面積 64.71㎡～125.94㎡

総戸数 80戸

建築延床面積 9,908.63㎡

建築延床面積10,000㎡のマンション例

＊1：一般社団法人東京建設業協会　2013年9月19日発行　「みんなの建設業Q&A50」より

建築延床面積10,000㎡あたり

のべ約4万人＊1でマンションを建設

完成までに必要な技能工のべ人数は建築延床面積1㎡あたり4〜5人と言わ 
れており、建築延床面積10,000㎡のマンションの場合、のべ約4万人の技能

工 が携わることになります。 
「現場監督業務」は、各技能工への指示出しや様々な検査が必要になり、非 

常に業務負荷が高くなっています。

特に現場監督による様々な検査業務が多く発生



大規模建設現場の現場監督業務

現場監督の業務内容

時刻 作業内容

7:30 現場到着

8:00 朝礼（当日の搬入・工事内容の確認）

8:30 朝のタスク消化（宿題・新規入場教育など）
現場巡回（建築の進捗確認）

10:00 休憩（できれば）

10:30 現場巡回・搬入対応など

12:00 昼休憩

13:00 昼礼（翌日の搬入・工事内容の確認）

13:30 現場巡回・材料検品など

15:00 休憩（できれば）

15:30 現場巡回（空いた時間で図面作成・書類作成）

17:00 定時　作業終了の確認
現場での残業務・事務作業

19:00 打ち合わせ（主に工程確認、昼礼では翌日のみだがもう少し長期
的な工程について）

20:00 事務作業

21:00 終業

SPIDERPLUSを使用するのは基本的に「現場監督」。建

築、設備、電気の各会社に現場監督がいて、各工程毎に膨

大な写真や検査データの記録を行います。

施工管理者（現場監督）のスケジュール例

スリーブ写真
躯体工事の設備・電気会社の主な工事はスリーブ取付。壁や床を配管が貫通す

る部分にあらかじめ筒状のスリーブを取り付け、コンクリートを流しても穴が開くよ

うにします。スリーブはコンクリ打設で埋まってしまうので、規定の証明として 全数

撮影が基本となります。

インサート写真
躯体工事の際スリーブ工事と共にインサートを取付けます。内装工事の際にボル

トで天井に空調機や配管を吊りますが、そのボルトを差し込むナット部分がイン

サートです。インサートは建築、設備、電気すべての施工で必要になるので かなり

の数が取り付けられます 。

配管勾配写真
基本的に配管は逆流を防ぐために一定の勾配をつける必要があります。

配管の管種やサイズ、用途によって必要な勾配の規定があり、その基準をクリア

した証拠として写真が必要になります。

防火区画貫通処理写真
火災が起きた際、少しでも火の回りを遅らせ全焼を防ぐための防火区画。この区

画を越えて壁を貫通する配管は区画処理という特別な施工を行わないといけま

せん。天井内に隠れてしまう＆ 1か所でも施工漏れがあると区画の意味がなくなっ

てしまうので、区画処理の写真は 全数撮影が原則です。

SPIDERPLUS
が活躍



大規模建設現場の構造例

大規模建設現場の構造例と導入フロー

発注者

元請け

不動産・デベロッパー

総合建設会社（ゼネコン）

電気設備
工事会社

A

空調設備
工事会社

C

衛生設備
工事会社

E

電気設備
工事会社

B

空調設備
工事会社

D
一次請け

内装
工事会社

F
…

設計会社

建物管理会社

二次請け
協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

協力
会社

…

発注 検査・報告
大規模な建設現場では、多くの企業が業種や工区毎に作業

を進行し、都度進捗などの情報を共有しながら工事を進め

ます。

SPIDERPLUSは、施工前・施工中・施工後ともに、図面の

閲覧や写真による記録、各種検査記録業務が発生する企

業の利用を主なターゲットとしています。

現場試験導入 部署内導入 支店内導入 他支店展開他部署展開 全社導入
現場起点
での導入

全国に拠点がある企業では、利用実態に即した「現場起点」の試験導入から導入を進められるケースが多く、

規模が小さい企業ほど全社導入で始められるケースが多くあります。

SPIDERPLUSのターゲット

SPIDERPLUSの導入フロー例

他社の紹介



私たちの特徴

を知ろう
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建設現場にサブスクリプションでサービスを提供

各種建設会社

総合設備工事会社

図面 写真 報告書検査記録

サブスクリプション

建設現場

総合建設会社

専門工事会社建築図面・現場管理 SaaS
「SPIDERPLUS」
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増え続けるSPIDERPLUSユーザー

単位：ユーザー（ ID）

導入社数

約1,600社

2023年3月末時点

ユーザー数

60,000人以上

2023年3月末時点

大手スーパーゼネコンから電気・空調・衛生設備会社まで大型

の建設現場に携わる多くの企業が利用中。

勉強会やセミナーなど導入後の運用サポートにチカラを入れて

いる。

Business Model



私たちの未来

を知ろう
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2021 建設「現場」DXの開拓者

2025
中期Vision

建設「現場」になくてはならない存在に

Our Mission

建設業の“働く”にもっと「楽しい」を創造する

2011

Milestone Year

建設業への働き方改革法適用開始2024

中期Vision
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成長戦略

建設DX市場の浸透 新市場の開拓

開発

ニーズ把握

サポート

組織力
提供価値
の最大化

販売

プロダクト

サービス

販売網拡大とプロダクト強化 建設周辺領域、プラント業界等

への展開とASEAN展開
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16億円

30億円

21億円

100億円

＋30% ＋38%

FY2020 FY2021 FY2022
（予想）

FY2020

損益分岐先行投資開始

DXニーズ拡大を見据え、先行投資を継続

中期的には、ARR成長率を重視

CAGR 30〜40%

中期経営計画概要

ARR 損益

年間平均成長率30〜40%の範囲で

早期のARR100億円を達成を志向

FY2024～FY2025まではARR成長率とその継続のための先行投資を実施

先行投資期間以降は長期的に収益性を拡大する意向

FY2024 - 2025

損益

FY2022
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さらなる機能拡充により

既存領域での利用を拡大

品質管理

コミュニケー
ション

工期管理

ドローン 人工知能 ロボット

総合
建設

専門
工事

設備
工事

音声認識
BIM
CIM

成長戦略＿既存領域の拡大
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成長戦略＿建設DX市場の浸透

プロダクト、サービスの強化により付加価値とDX範囲を広げていく

プロダクトラインの強化SPIDERPLUSのリニューアル

1,500以上の機能改善、機能追加により顧客利便性が大幅に向上

開発基盤も刷新し、開発速度も高速化

現場監督を取り巻く様々な業務の生産性を高める

プロダクトやサービスを順次展開・強化し、“現場”DXを推進

新しい
UI・UX

開発基盤

を刷新

数百の

機能改善

※画面は開発中のもので変更になる可能性があります。

現場監督

検査施工 報告段取り

各種専門工事会社 BPO



私たちの文化と組織
を知ろう



“働く”にもっと

「楽しい」を創造する

お客様の課題を解決していく喜びや楽しさを通じて

仕事にもっと夢中になれる世の中をつくり続けます。

私たちは、 “働く”を心底楽しいと思えることが

最も生産性を向上させると信じています。

「楽しい」を創造していくことが、

私たちの壮大なるミッションです。

Mission



私たちは、お客様と同じ視点に立ち、寄り添い、志を尊重し、お互いの意見を混ぜ合わせた

プロダクトを通じて、一つ一つのモノを作り上げていくことを大切にしています。

お客様が私たちをパートナーと感じるように私たちもお客様をパートナーと捉え、一体とな

り、仲間となり、業界を変えていきます。

全ての創造は仲間と「共に」作っていくものだから。

Identity（≒Vision）

SPIDERPLUSはリリース時より数多くの機能を大手建設会社

とともに共同開発してきましたが、単に要望を聞くのではなく、

互いに知見を持ち寄り、意見を出し合って、より良いものへと進

化してきました。

.




