
株式会社マチエミ
まちへ、 笑みを。

マチエミはビジネスの課題をＷＥＢの力で解決するＷ

ＥＢソリューション事業を展開しております。皆様の

ビジネスの中で手間や労力のかかっている事や「ウェ

ブに詳しくないから」と諦めてしまっている事に、効

果的なアプローチをさせて頂きます。

提供サービスのご案内
株式会社マチエミ



01 会社概要
P.02

02 インターネット写真販売プラットフォーム 【ＥＭｉｉ - エミィ -】
＼業務負担を最大 85% 削減／ 初期・月額無料で簡単に写真販売 P.03

03 ファンクラブ運営モジュール 【ＥＭｉｉ Ｆａｎ】
＼ファンクラブ運営を手軽に実現／写真販売もグッズ販売も可能 P.05

04 画像認識エンジン搭載 【ＥＭｉｉ ＰｉｃＬａｂ】
＼自動でゼッケン認識＆顔認識／ 大規模イベント用エンタープライズプラン P.06

05 電話マッチングサービス 【Ｓｐｉｃｅ Ｔａｌｋ】
＼憧れのあの人と電話でお話し／ タレントとファンをつなぐ P.07

06 ＥＣ決済ＡＰＩ 【Ｌ-ａｐｉ】
＼プラス ON の決済方法／ ご自身のＥＣサイトに支払方法だけを増やせる P.08

07 クラウド型サブスクリプションシステム 【ＭＯＢＹ】
＼毎月の集金業務を簡単に／ 月額課金サービスを初期・月額無料で始める P.08

08 銀行振込収納代行システム 【Ｌ-ａｐｉ Ｂａｎｋ】
＼入金処理業務を自動化／ 銀行入金を御社システムと連携して自動化 P.09

09 銀行振込一括管理システム 【Ｌ-ａｐｉ Ｔｒａｄｅ】
＼全銀データを一発作成／ 銀行振込にかかる業務負荷を軽減 P.09

- Ｉｎｄｅｘ-
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株式会社マチエミ（MACHIEMI CORPORATION）法人名

江藤 鉄平代表者

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西 1-4-4 EBISU S2 ビル 7F住所

050-3786-2055電話番号

050-3730-6222FAX 番号

sales-div@machiemi.comE-Mail

http://machiemi.comURL

平日 10 時～ 19 時営業時間

会社概要 Company profile

ＷＥＢの力で
ビジネスをスマートに

主な事業

02 ＥＣ決済ソリューション事業
ＷＥＢ決済（支払い）の部分だけ利用可能な決

済モジュールを提供しております。

03 ＣｔｏＣソリューション事業
人と人を繋ぐ、マッチングサービスの企画立案、

運営代行を行っております。

01 インターネット写真販売事業
インターネット上で写真の販売が可能な決済付

きプラットフォームを提供しております。

2013 年

≫ 高知県高知市にて株式会社マチエミ設立

会社沿革

2014 年

≫ イベント企画・決済ツール『ジックＺ』の総括代理店業務開始

≫ 宮城営業所開設、震災復興イベント活動の実施

2015 年

≫ 宮城営業所を閉鎖、東京に本社を移転

≫ インターネット写真販売システム EMii- エミィ - 提供開始

2018 年

≫ スマートフォンアプリ『がちゃら』提供開始

≫ L-api サービス提供開始

2019 年

≫ EMii Grobal（海外配送）提供開始

2020 年

≫ 株式会社 NＴＴドコモ社と技術提携

≫ L-api 機能拡張、プラットフォーム提供開始

株式会社マチエミではビジネスにおける【課題】や【問題】を独

自のＩＴ技術・ノウハウを用いて解決する『ＷＥＢソリューショ

ン事業』を展開しています。

皆様のビジネスの中で『手間がかかっている箇所』や『仕組みが

煩雑になっている工程』、『複数のシステムを利用して管理が面倒』

などがございましたら、お気軽にご相談ください。ボトルネック

となっている部分だけを開発、置換する、複数のシステムと連携

可能なモジュールを提供するなど、私たちならではの解決方法を

ご提案させて頂きます。
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インターネット写真販売プラットフォーム EMii -エミィ-は、撮影した写真をインターネット上で簡単に掲載・

販売することのできる初期・月額費用無料のクラウドサービスです。固定費が一切かからずに利用でき、豊富

な決済方法と印刷商品を持つと共に、多くの同型サービスが存在する中でも、特に柔軟な対応力をもっており

ます。写真販売の現状やご要望に合わせて、最適なご提案、販売方法の企画をさせて頂き、様々なシーンでの

『写真販売』をサポートさせて頂きます。

インターネット写真販売プラットフォーム【ＥＭｉｉ - エミィ -】
初期・月額費用無料で始められる

01
初期・月額費用

0 円

EMiiのご利用に固定費は一切必

要ありません。ご利用料金は実

際に写真が売れた場合にのみ、

売上の一部を頂戴する形となり

ますので、『気軽』に『誰』で

も『簡単』に写真販売を始める

ことが出来ます。

02
圧倒的な

融通性

柔軟なカスタマイズ対応こそが

EMiiの最大の強みです。どのよ

うなことをやりたいのか、妥協

せずに、私たちにご相談くださ

い。担当者が実現可能な方法を

ご提案し、あなたの『やりたい

』を形にします。

03
マージン還元率

95％

末永くご利用頂けるよう、EMii

の販売手数料は業界最安値の５

％、売上の９５％は販売者であ

る皆様の収益となります。

※ベースプランの場合

※印刷原価、決済手数料は別途販売

者様のご負担となります。

そのわがままを叶えたい。圧倒的な融通性を体感して下さい。

わがままを言ってください！

あらゆる写真販売を

もっと手軽にする。

あらゆる写真販売を

もっと手軽にする。
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ＥＭｉｉのご利用が効果的な業種

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

ご利用のお申込み

折り返しのご連絡

ご挨拶及び

ヒアリング

システム設計

ご提案

お振込先情報など

ご契約情報入力

アカウント発行

ご利用開始

お申込からアカウント発行まで最短２営業日！

芸能プロダクション

出版社・メディア様

ファンや読者向けに写真販売を

行うことが出来ます。

所属するタレント様のブロマイ

ドを販売するほか雑誌やファン

イベントと連動した写真販売企

画など、今までにない企画を簡

単に実施して頂けます。

学校・保育園

及び関連写真館様

展示販売から EMii に変更する

ことでスクールフォトの販売に

かかる業務負荷を大幅に軽減す

ることが出来ます。すでに別の

販売サービスをご利用の方もよ

り良いご提案をさせて頂けます

のでお気軽にご相談ください。

イベント企画・運営

スポーツ関連会社様

バレエやスポーツの競技大会、

プロスポーツの試合など、参加

者様への記念として配布した

り、選手のファンへのブロマイ

ドとして販売する等、様々なご

利用方法がございます。まずは

ご相談ください。

販売手数料は５％
売上は『月末締めの翌月末』でお振込みさせて頂きます

※この他、各決済方法に応じた決済手数料がかかります。決済手数料は購入者ご負担にすることも可能です。

※売上の発生しない公立学校向けプランや、フリーダウンロードプランなど、ご要望に合わせたプランをご用意しております。

写真売上 印刷原価 お振込額- × ＝９５％（ ）

代表的な基本機能のご紹介

単純コピーや右クリックの禁止、写真への透かし文

字の自動合成、SSL通信など、写真販売に要求され

る高度なセキュリティ機能を有しています。

高度なセキュリティ

クライアント様毎に専用の販売サイトをご用意い

たします。自社商品が他社商品と一緒に並ぶこと

はなく、デザインの変更も可能です。

専用の販売サイト

会員のみに表示したり、写真を閲覧するのにパスワ

ードが必要にする、販売期間を指定するなどイベン

トに応じて様々な販売方法を設定できます。

豊富な限定販売機能

管理ツールからは売上などの集計の他、会員への販

促メール送信機能やブログ作成機能、デザイン設定

変更機能などのツールがご利用できます。

充実した管理ツール

クレジット、コンビニ、銀行振込、銀聯、アリペイ、

携帯キャリア決済、LINE PAY、PAYPAYといった

多数の決済方法がご利用可能です。

多数の決済方法
外部システムとの連携が可能です。すでにお持ち

の会員システムと連携することで、ログインを不

要にしたりすることが出来ます。

外部システム連携

データ販売の他、銀塩印刷ではL判からA４まで、イ

ンクジェット印刷ではA３～A1ポスターやフォトパ

ネルの販売も可能です。

豊富な写真の種類
ご購入の際、写真の一部を自由に切り取って印刷す

ることが可能です。自分の姿を拡大して記念にする

など、購入者様ご自身でトリミングして頂けます。

画像トリミング機能

海外在住の方向けに、多言語対応及び、海外配送を

行うことができます。購入されたお写真は国際郵便

にて送付いたします。

EMii Grobal
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※動画など、サーバ負荷が著しく高い場合、月額利用料が発生する可能性がございます。

※電話・メールでのお問い合わせ対応は弊社で代行させて頂きます。

最低会員数規定なし

月額課金

（クレジット/キャリア決済）

タレントBLOG

（限定公開/一般公開選択可）

NEWS/WORKS/MOVIE機能

（限定公開/一般公開選択可）

デジタル会員証機能 ウェルカムメッセージ機能

写真/グッズ販売機能

（限定公開/一般公開選択可）

動画メッセージ

販売受注機能

オリジナルトップページ 独自ドメイン対応 SNS連携

.com

EMiiプラットフォームに、お手軽にファンクラブ運営を可能とするモジュールを追加いたしました。この

EMii Fanを利用することで、有料コンテンツを基軸としたサブスクリプションサービスを運営することが可

能となります。

ファンクラブ運営モジュール 【ＥＭｉｉ Ｆａｎ】

ご利用料金

月額利用料無料で使えて写真販売やグッズ販売も可能

※システム利用料22%（税込）

※写真/グッズ販売は8%～10%（税込）

御社売上

初期費用 ※通常5万円（税別）/1タレント毎0円

月額会費の78％（税込）

リリースキャンペーンにて

ファンクラブ運営を

手軽に実現する。

ファンクラブ運営を

手軽に実現する。
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EMii PicLabとはEMiiにNTTドコモ社製の画像認識エンジ

ンを搭載することにより、マラソン大会などのイベントで

複数の被写体を撮影した写真からゼッケンや顔の検出・認

識を行い、特定の被写体が写っている写真の選別がリアル

タイムに実現可能といたしました。イベントに参加してい

るユーザーは、イベントを楽しみながら自分や特定の人物

が写っている写真を検索することができ、 また、イベン

トを主催する企業は、写真販売における写真選別業務負荷

の軽減や販売開始までにかかる時間の短縮による売上向上

を見込める特別なプランとなっています。

EMii PicLabでは下記の機能を搭載し、大規模イベントでの迅速な写真販売を可能とします。

例えば、マラソン大会では、ゴールの1分後には、自分の写真が閲覧、購入できる、ということが実現可能です。

EMii PicLabのご利用料金は特殊な形態となっております。画像解析サーバの設定、販売サイトの構築等で１

～２か月のお時間を頂戴しますのでなるべく早めのお申し込みをお願いいたします。

画像認識エンジン搭載【ＥＭｉｉ ＰｉｃＬａｂ】（ピクラボ）

大規模イベント開催企業様向け

ＥＭｉｉ ＰｉｃＬａｂの特徴

ご利用料金

※システム利用料30%～

※利用する機能、特殊対応によります。まずはお気軽にお問合せ下さい。

御社売上

初期費用 30万円（税別）～

総売上の最大70％（税込）

大規模イベントでの

写真販売を迅速に。

大規模イベントでの

写真販売を迅速に。
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Spice Talkはタレントとファンを電話で繋ぐオンラインサービスに、グッズ販売の要素を加えたものとなっ

ています。ライブやファンイベントにて、『電話権付きオリジナルカード』としてグッズ販売を行っていただ

き、購入したユーザーはSpice Talkのサイト上から、タレントに電話をかけて直接会話することができます。

生配信やテレビ電話での会話サービスと異なり、あえて【電話に限定】することで、メイクや配信場所、

Wi-Fi環境に左右することなく提供が可能です。

※会話権付きオリジナルカードは100枚～からのご利用となります。

※タレントと会話する時間は事務所様側でお決め頂くことが可能です。

※会話する時間については事前にファンに告知を行って下さい。

電話マッチングサービス【Spice Talk】(スパイストーク)

電話でつながる＋αのグッズ販売

利用の流れ

ご利用料金

※システム利用料30%～40%

御社売上

初期・月額費用 0円

総売上の最大70％（税込）

タレントとファンをつなぐ

新しいカタチ。

タレントとファンをつなぐ

新しいカタチ。
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ライブ・イベントで

グッズとして販売
ファンが購入 タレントと会話

IDとPASSで

ログイン



御社のECシステムと連携して、簡単にクレジット決済とコンビニ決済を増やすことができます。各々の決済

に個別対応する必要がない為、必要な開発リソースが少なく済みます。

EC決済ＡＰＩ 【L-api】
プラス ON の決済方法

システム開発することなく、月額課金サービスの運用管理を行うことができるクラウド型サービスです。集金

を主題とした機能となっており、御社での開発の必要はありません。

授業料や月額顧問料など、幅広くお使いいただけます。

クラウド型サブスクリプションシステム【MOBY】
毎月の集金業務を自動化

固定費無料で、

決済を増やす。
固定費無料で、

決済を増やす。
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システム利用料

初期・月額費用 0円

クレジット決済…10％（税別） 銀行口座振替…300円/1回

システム利用料初期・月額費用 0円 5％～（税別）

ユーザー

ユーザー

御社ECサイト 弊社L-api 決済会社
(クレジット・コンビニ)

決済会社
(クレジット・銀行口座振替)

MOBY商品ページ

※その他決済もお気軽にご相談ください。

システム連携

※弊社管理画面にて会員管理



お客様からの入金があった際にシステムが自動で検知し、御社システムにお客様情報を通知させて頂きます。

銀行の管理画面から面倒な入出金明細の確認を行うことなく、入金処理業務を自動化することができます。

銀行振込収納代行システム 【Ｌ-ａｐｉ Ｂａｎｋ】

銀行振込一括管理システム 【Ｌ-ａｐｉ Ｔｒａｄｅ】

入金処理業務を自動化

振込業務の煩わしさを軽減します。御社内で管理されているエクセルやCSVデータを全銀データに一括変換

すると共に、振込情報をDBに登録、管理可能にします。

また、振込自体を弊社にて行うことも可能です。

全銀データを一発作成

銀行関連業務を、

効率化する。

銀行関連業務を、

効率化する。
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システム利用料

月額費用 10,000円/月（税別）初期費用 50,000円（税別）

料率または固定額にてお見積り ※振込手数料はユーザー様ご負担

ユーザー 弊社口座 御社システム

入金額などの

情報を自動通知

CSV 弊社システム 全銀データ

ダウンロード

DB登録

月額費用 10,000円/月（税別）初期費用 50,000円（税別）

振込代行 別途お見積り



〒150-0021 
東京都渋谷区恵比寿西 1-4-4 EBISU S2 Building 7F

sales-div@machiemi.com

050-3786-2055

050-3730-6222

T E L

FAX

株式会社マチエミ
まちへ、 笑みを。

MAIL

http://machiemi.comWEB

営業時間：平日 10 時～ 19 時


