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【Big Advance】各機能ポイント動画 

https://youtu.be/xx3H6Q21NXI 

http://www.youtube.com/watch?v=xx3H6Q21NXI


✓ビジネスマッチングから福利厚生サービス等、中小企業の経営課題に対して様々な側面から全面サポート！ 

✓大手企業・地方公共団体と連携し、地域企業の更なる事業価値向上へ向けた取り組みをしています。 

Big Advanceのコンセプト 
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✓情報発信力の強化 

✓人材の確保 

✓業務の効率化 

✓販路の拡大 

地域企業の経営課題 

本業支援による事業価値向上をサポート！ 



全国の金融機関と共に皆様のビジネスをサポートします 

サービススキーム 

 

■ ■ 信用金庫 

■ ■ Big Advance 

富山県信用組合 
けんしんBig Advance 

▲▲ 銀行 

▲▲ Big Advance 

取引先 取引先 取引先 取引先 取引先 取引先 取引先 取引先 取引先 

マッチング等でつながる クーポンを相互に利用できる 

情報共有 情報共有 
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導入状況 
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41 / 47のエリア、67の金融機関でサービス提供中 
 

北海道・青森・宮城・岩手・秋田・山形・福島・栃木・茨

城・千葉・群馬・埼玉・東京・神奈川・静岡・山梨・長

野・新潟・富山・石川・福井・愛知・岐阜・滋賀・京都・

大阪・奈良・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・島根・鳥

取・山口・徳島・高知・愛媛・香川・福岡・佐賀・長崎・

熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 

引き続き全国200以上の金融機関で導入検討中 



機能一覧  
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【利用料】月額3,300円（税込）登録月は無料 ※クレジットカード決済のみ 

（１）ビジネスマッチング 

（２）割引クーポンの掲載・利用 

（３）ホームページ作成 

（４）オンライン士業相談 

（５）補助金・助成金情報の閲覧・取得 

（６）金融機関とのチャット 

（７）情報サービス(コラム、セミナー、資料ダウンロード) 

（８）社内チャット  

（９）安否確認システム 
 



経営に関するご提案 〜Big Advanceで経営課題を解決〜 

お客様の声 ご提案内容 活用事例 

・売上を増加させたい！ 

・取引先を増やしたい！ 

・外注先を探している！ 

・仕入先を探している！ 

【ビジネスマッチングを提案します】 

・全国連携したマッチングが可能！ 

・大手ともつながる！ 

・ビジネスコンテストに参加可能！ 

・海外販路開拓！ 

・人材会社ともつながる！ 

・不動産に関するアドバイスも！ ・約30％以上の面談率、成約事例も多数あり 

・攻めのマッチングとして活用 

・人材を確保したい！ 

・不動産を買いたい！売りたい！ 

・人材を定着させたい！ 

・福利厚生を充実させたい！ 

【FUKURI活用を提案します】 

・従業員アカウントは無料で作成可能！ 

・全国クーポン利用！ 

・クーポン発行も可能！ 

・事業承継で悩んでいる！ 

・誰に相談して良いかわからない！ 

・HPが無い！（機能していない！） 

・月々の返済額が大きい！ 

・不動産借入が残っている！ 

・メイン行がいない！ 

【士業相談・助成金申請・HP作成】 

・様々な情報収集・配信機能を提案！ 

【最適な借入をご提案します！】 

・課題解決融資でメイン行を目指します！ 

・決算書・借入一覧を拝見させてください。 

・「福利厚生あり」 

・人手不足解消 

・クーポン発行で集客 

・平均30分で士業相談が可能 

・多くの助成金補助金申込が可能 

・簡単操作でHP作成が可能 

・金融のプロとして最適な借入形態をご提
案します 



8 

Big Advance 公式アプリが登場！！ 

上記画像からダウンロード！！ 

iOS（iphone）/ Android 共通 

チャット機能を利用す
ることでメール以上に
気軽、円滑に従業員同
士や、金融機関とのコ
ミュニケーションが行
えます。 

  

アプリを開いてなくて
も新しくチャットへの
投稿があれば、スマー
トフォンに通知が届く
ので、大事な投稿を見
逃す心配もありませ
ん！ 

チャット機能で 

コミュニケーション 

を活性化‼ 

大規模な自然災害な
どの緊急事態が発生
しても、安否確認 

システムで迅速に各
従業員の状況を把握
することができます。 

 

各従業員のケガの有
無や程度、出社の可
否、その他連絡事項
を確認することがで
き、緊急時でも従業
員の状況把握が容易
に行えます。 

安否確認システムで 

緊急時の状況確認が 

容易に可能‼ 

オーナー / 従業員さまもご利用いただけます！！ 
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チャット機能 

✓ いつでも気軽に金融機関(本部/担当者)と会話 

✓ 社内チャットで円滑なコミュニケーション 
チャットスマホ画面 PCチャット画面 

 ◎スマホアプリをリリース ！ スマホの プッシュ通知 で利便性拡大 ！ 
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安否確認システム 

 
✓ 災害発生時に従業員の安否を一覧で確認 

✓ BCP(事業継続計画)対策としても有効 

 ◎スマホアプリをリリース ！ スマホの プッシュ通知 で利便性拡大 ！ 

入力画面 確認状況画面 
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ビジネスマッチングの特徴 

✓ 金融機関が介在する安心感 
 

✓ 会いたい企業を自社で検索して商談依頼 
 

✓ 全国の会員企業へ自社のニーズを情報発信 

■実際の商談依頼の流れ ■ニーズ情報登録による『全国の会員企業』へ情報発信 



マッチングまでの流れ 

貴社 

けんしん Big Advance C Big Advance 

企業 G 

①商談申込 ⑥面談可否連絡 

②情報共有 

⑤情報共有 

④面談可否回答 

⑦面談OKの場合 

貴社から企業Gへ連絡 

 

③面談可否確認 
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福利厚生【FUKURI〜割引クーポン〜】 

✓ お店の集客に使える（いつでも自由に登録できます） 

✓ 従業員は人数無制限でクーポン利用が可能 
■PC TOP（スマホ対応） 

■クーポン例 
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ホームページ作成 

✓ アンケート感覚で簡単に作成 

✓ スマホ対応、最短10分で情報更新 

https://www.big-advance.site/s/123/1235 

ホームページサンプル 

■PC TOP ■PC 事業内容 

■スマホ 事業内容 

https://www.big-advance.site/s/123/1235
https://www.big-advance.site/s/123/1235
https://www.big-advance.site/s/123/1235
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オンライン士業相談 

✓ WEB で専門業務を士業(※)に依頼が可能 

✓ 平均1時間以内に見積りが届く圧倒的スピード 

※【SHARES専門家】弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、中小企業診断士 

依頼可能項目  一例 

他、約100項目の依頼が可能 

秘密保持契約書 

作成・チェック 

 

外国語の契約書 
作成・チェック 

 

 

資金調達支援 

 

 

決算書の作成 
 

 

業務委託契約書 

作成・チェック 

 

 

 

事業計画書作成 

 

 

 

商標登録 

 

 

 

外国人 

就労ビザの取得 
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オープンイノベーション 

✓ パートナー企業へ自社の技術、ノウハウをアピール 

✓ ビジネスコンテスト形式で簡単にエントリー 

※【パートナー企業】大手企業、地方公共団体など 

1,300社以上のパートナー企業 
 

1,300社以上のパートナー企業(※)がBig Advanceに参加中です。（2021年3月時点） 
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経営支援情報 

✓ 全国から市区町村の補助金/助成金(※)情報を収集 

✓ 専門家からの経営コラムを掲載 

補助金・助成金  経営コラム 

セミナー情報も配信 

※毎週最新情報を更新、ジャンル・カテゴリなど必要な条件を設定・保存可能 



お客様の費用対効果 

（１）ビジネスマッチング：月額 1,500円 

（２）福利厚生：１従業員あたり月額 500円〜1,000円 

（３）クーポン掲載：月額 3,000円 

（４）助成金情報：月額 1,000円 

（５）助成金取得・申請：月額 10,000円以上 

（６）ホームページ作成・掲載：月額 3,000円 

（７）安否確認システム：月額 6,000円以上 

（８）SEO対策：50,000円以上 

 

 → 合計25,000円以上の機能 が詰まっています 

18 


