
2 0 2 2 年 7 月 1 日

2022年7月更新版

株式会社Quest 会社紹介資料



1. Questの企業情報

会社概要 / 社員 / 事業成長
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会社名

設立

代表取締役

社員数

所在地

事業内容1)

主要顧客

1. 弊社の提供するリサーチ事業（定性・定量調査）は、東京都中小企業振興公社の評価事業です

株式会社Questはプライバシー

マークを取得しております

株式会社Quest（クエスト）

2018年11月

南 健太

36名 (業務委託・インターン含む)

東京都渋谷区神宮前

1. 最短半日でできる定性(インタビュー)リサーチ

2. 最短半日でできる定量(アンケート)リサーチ

3. 新規事業の立上げ支援等のコンサルティング

外資系大手戦略コンサルティング会社、日系大手広告代理店、

日系大手事業会社、外資系大手デザインコンサルティング企業、等

2018年11月設立のリサーチ・コンサルティング企業

会社概要



社員数

設立後3年半で、業務委託・インターン生を含めて合計36名の組織体制まで拡大
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1人 1人 2人
3人

6人 6人 6人

11人

17人

20人

26人

30人

32人

34人
36人

※ 業務委託・インターン生の数を含む

FY22 
2Q

FY22 
3Q

FY19 
1Q

FY19 
2Q

FY19 
3Q

FY19 
4Q

FY21 
4Q

FY20 
1Q

FY20 
2Q

FY20 
3Q

FY21 
3Q

FY20 
4Q

FY21 
1Q

FY21 
2Q

FY22 
1Q

2018年11月設立

2022年6月時点



コアメンバー

全員が戦略コンサルティングファーム経験者のタレントのみ
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千葉大学

京都大学大学院

ietty

BCGデジタルベンチャーズ

南 健太

CEO

オックスフォード大学

ケンブリッジ大学(修士)

ブーズ・アンド・カンパニー

BCG(東京) –MVP獲得

BCG(ムンバイ)

BCGデジタルベンチャーズ

小梶 隆介

COO

京都大学

Fujifilm

BCG -Principal

東京大学

BCG

加藤 直樹

アソシエイトディレクター

北海道大学

エニグモ

リクルート

スタートアップ共同創業

BCGデジタルベンチャーズ

近藤 恭平

プロダクトマネージャー

小原 鈴花

デザイナー

東京大学

Sharp

BCG

Accenture -Manager

高橋 和也

アソシエイトディレクター



ビジネスの状況
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順調に売上/実績を拡大

12月 6月11月 1月 2月 7月3月 4月 5月 8月 9月 10月

FY19

FY20

FY21

×約2.5倍

×約3倍

年間累計売上推移 (リサーチ+コンサルティング) 主要な実績 (’22年6月時点)

クライアント数

50社
以上

実施案件数

400件
以上

インタビュー実績

2,000人
以上

提携パネル数

のべ2,000万人

以上



2. Questの事業詳細

コンサルティング事業 / リサーチ事業

7



Questの事業

リサーチ・データ収集の非効率を解消する、リサーチ・コンサルティング事業を展開
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ソリューション・ツール

で解決

人材・オペレーション

で解決

内部・外部ツールによる

リサーチオペレーション自動化

特にリサーチ部分の業務効率

化を通じた検討の高速化

テーマ設定までのアプローチ

アジャイルリサーチをベースに、コンセプトを生み出す部分からのご支援が可能

初期スクリーニング
• 目指す規模のポテンシャルはあるか？

• 世の時流に乗っ取っているか？

• 自社の優位性/実現性が見込めるか？

優先順位付け
• 想定される事業規模のインパクトは？

• パートナー企業を含めた実現性は？

• 社会的な要請への対応度は？

いくつかの軸取りを行った上で、候補

となる領域を抽出
• ブレストやクイックIntvでアイディエーション

高速での定性Intv調査を行うことで、

コンセプトを磨きあげ

絞り込み/評価の観点に沿った形でその

時点での検討する/しないの結論を導出

コンセプトの種出し 優先候補の特定初期コンセプト化

先行企業/事例調査

市場動向調査

消費者Intv

エキスパートIntv

市場規模調査/定量アンケート

コンテクスト整理

全社戦略を含む、

検討の背景を共有

Agile
Research

Source: Quest

Viability 事業性・優位性Feasibility ビジネスの実現性

事業戦略立案のレンズ

事業戦略立案においては3つのレンズから事業を多面的に検討

1. ターゲット顧客
ターゲットは誰か？誰をサポートしているのか？

上記の前提として、市場をどのようにセグメント

しているのか？

2. 顧客ニーズ
アドレスしている顧客のペインポイントは何か？

それは、どの程度深刻なペインなのか？

3. 事業規模
ユーザーは現状どの程度いるのか？

1ユーザーあたり売上はどの程度か？

結果としてどの程度の事業規模なのか？

13. 事業リスク
抱えるリスク・課題は何か？

それにどのように対処しているのか？

9. 競争
顕在・潜在的な競合は誰か？

対競合でどのようなアンフェアアドバンテージが

あるのか？

11. 組織・沿革
どのような組織体で運営されているのか？

また、今までのキーマイルストーンは何か？

12. 事業収支構造
どのようなコスト構造になっているのか？

(特に関連パートナーとの契約構造上)

結果としてどのような収支になっているのか？

4. 提供価値
提供するサービスは何をValue Prop.

としているのか？

7. 関連パートナー
巻き込んでいる事業者・パートナーにはどのような

プレイヤーが存在するか？またどのような契約形

態になっているのか？

8. 売り方
ターゲットとなる顧客に対するセールス活動は

どのように展開しているのか？

5. アセット
上記を提供するためにどのようなアセットを

保有しているのか？

Desirability 顧客ニーズ・規模

10. ロードマップ
将来的にどのような展開/事業拡大を目指すの

か？

どのようにマイルストンを刻み/撤退基準を置くか
6. ビジネスモデル
情報流/商流をどのように構築するのか？

その中で、どのような形でのマネタイズを行うの

か？

消費者/データ ナレッジワーカー

リサーチ・データ収集の非効率を解消し
消費者/データ⇔ナレッジワーカーを円滑につなぐ
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アジャイルリサーチに基づく新規事業・事業推進支援

アジャイルリサーチによる高速・高回転のプロジェクト進行

• 独自のオペレーション・ツールに基づく高速リサーチを活用

• “明日消費者・エキスパートの声を聞く”ことでPJリードタイムを圧縮

戦略コンサル・新規事業経験豊富なチームが伴走

• BCG、BCG DV、等企業の出身者が参画

• 新規事業コンサルティング・スタートアップ企業での経験も豊富

プロトタイピング・Quest内でのリリースも可能

• Quest及びフリーランスのパートナーを通じてプロトタイプ制作する能力を保有

• また、Questの下でサービステストリリースも可能でデジタルマーケティング等も支援

テーマ設定までのアプローチ

アジャイルリサーチをベースに、コンセプトを生み出す部分からのご支援が可能

初期スクリーニング
• 目指す規模のポテンシャルはあるか？

• 世の時流に乗っ取っているか？

• 自社の優位性/実現性が見込めるか？

優先順位付け
• 想定される事業規模のインパクトは？

• パートナー企業を含めた実現性は？

• 社会的な要請への対応度は？

いくつかの軸取りを行った上で、候補

となる領域を抽出
• ブレストやクイックIntvでアイディエーション

高速での定性Intv調査を行うことで、

コンセプトを磨きあげ

絞り込み/評価の観点に沿った形でその

時点での検討する/しないの結論を導出

コンセプトの種出し 優先候補の特定初期コンセプト化

先行企業/事例調査

市場動向調査

消費者Intv

エキスパートIntv

市場規模調査/定量アンケート

コンテクスト整理

全社戦略を含む、

検討の背景を共有

Agile
Research

Source: Quest
テーマ設定後のアプローチ

テーマ設定後に顧客検証を繰り返しながら投資可否を見極め

テーマ 事業拡大

高い成功の確率

顧客発見

WHOの検証

顧客実証

WHATの検証

顧客開拓

HOWの検証

うまくいかなかったら(本格投資前に)中止

本格投資

Viability 事業性・優位性Feasibility ビジネスの実現性

事業戦略立案のレンズ

事業戦略立案においては3つのレンズから事業を多面的に検討

1. ターゲット顧客
ターゲットは誰か？誰をサポートしているのか？

上記の前提として、市場をどのようにセグメント

しているのか？

2. 顧客ニーズ
アドレスしている顧客のペインポイントは何か？

それは、どの程度深刻なペインなのか？

3. 事業規模
ユーザーは現状どの程度いるのか？

1ユーザーあたり売上はどの程度か？

結果としてどの程度の事業規模なのか？

13. 事業リスク
抱えるリスク・課題は何か？

それにどのように対処しているのか？

9. 競争
顕在・潜在的な競合は誰か？

対競合でどのようなアンフェアアドバンテージが

あるのか？

11. 組織・沿革
どのような組織体で運営されているのか？

また、今までのキーマイルストーンは何か？

12. 事業収支構造
どのようなコスト構造になっているのか？

(特に関連パートナーとの契約構造上)

結果としてどのような収支になっているのか？

4. 提供価値
提供するサービスは何をValue Prop.

としているのか？

7. 関連パートナー
巻き込んでいる事業者・パートナーにはどのような

プレイヤーが存在するか？またどのような契約形

態になっているのか？

8. 売り方
ターゲットとなる顧客に対するセールス活動は

どのように展開しているのか？

5. アセット
上記を提供するためにどのようなアセットを

保有しているのか？

Desirability 顧客ニーズ・規模

10. ロードマップ
将来的にどのような展開/事業拡大を目指すの

か？

どのようにマイルストンを刻み/撤退基準を置くか
6. ビジネスモデル
情報流/商流をどのように構築するのか？

その中で、どのような形でのマネタイズを行うの

か？



定性・定量・文献調査の内製オペレーションを保有しており、クイック且つ安価なリサーチが可能

特徴 (1/3)：アジャイルリサーチ

定性調査
(消費者/エキスパートインタビュー)

定量調査
(オンラインアンケート)

文献調査

保有オペレーション・仕組み

• インタビューガイド設計

• 募集アンケート作成・配信

• 対象者へのメール・架電・日程調整

• インタビュー実施・メモ作成

データソース

• 提携パネル (登録者数2,000万人)

• 提携エキスパートパネル (複数社)

• SNS広告 ※

• SNSダイレクト ※

※=独自ソース・リーチ方法

保有オペレーション・仕組み

• 調査票の設計 (認知度調査、プライシング、

ネーミング、等の型を保有)

• 募集アンケート作成・配信・回収

• 初期分析 (クロス集計)

データソース

• 提携パネル (登録者数2,000万人)
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保有オペレーション・仕組み

• データ取得

• データの分析・アウトプット (PPT)

→内部専門部隊が実施

データソース

• 矢野経済研究所

• 帝国データバンク

• 東京商工リサーチ

• 富士経済

→通常のコンサルティング会社で一般的に利用

されるソースにほぼリーチ

01 02 03

リサーチ事業での仕組みも利用することで、
最短半日のリードタイムで設定可能。
また、独自ソースを有しており幅広い

リサーチ事業の仕組みも利用することで、
簡易なアンケートで有れば、入稿翌日
には納品可能

Questの各種契約ソースを用いた調査で、
戦略コンサル水準のOutputで納品可能

クエストリサーチ 定量

クエストリサーチ 定量



特徴 (2/3)：経験豊富なメンバー

戦略コンサルティングファーム経験者が大半のタレント
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京都大学

東京大学大学院

EYパルテノン

小梶 隆介

COO/コンサル事業責任者

京都大学

Fujifilm

BCG -Principal

早稲田大学

東京大学大学院

デキタ

デロイトトーマツ

コンサルティング

渋谷 政秀

シニアコンサルタント

松原 舜

コンサルタント

東京大学

Sharp

BCG

Accenture -Manager

高橋 和也

アソシエイトディレクター

千葉大学

京都大学大学院

ietty

BCGデジタルベンチャーズ

小原 鈴花

デザイナー

村松 奈美

シニアコンサルタント

慶應義塾大学

ポッカコーポレーション

Nissan

DI Asia

Medical Tribune

早稲田大学

DX Japan 代表 (現任)

ファミリーマート DX責任者

BCG

三菱商事

植野 大輔

アドバイザー



Questでプロト開発/デザイン・リリースをクイックに実施
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特徴 (3/3)：プロトタイピング・リリース

ウェブサイト・LP (最短1週間～) アプリ (最短1ヵ月～) バナー (最短1日～)



サービスの全体像

アジャイルリサーチを基盤にした、高速での新規事業開発・事業推進をサポート
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開発会社 広告代理店 etc.デザインファーム戦略ファーム

コンセプト立案支援 事業戦略立案支援 ステルスPoC

アジャイルリサーチ

一般的な

支援会社

Questの

支援メニュー

Development
開発

Business Design
事業戦略立案

Concept Design
コンセプト立案

Service Design
サービス設計

Market Scan
前提となる市場の理解

Growth / Review 
グロース・見直し

調査会社

市場調査 事業成長支援開発伴走

1 2 3 4 5



ポジショニング
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プライスポイント

高価 リーズナブル

オペレーション

戦略・企画

テーマ・ケイパビリティ

戦略コンサル
ティング企業

総合コンサル
ティング企業

新興系新規事業
コンサルティング

新興系
オペレーション・

ITコンサル

• トップ戦略イシューは扱わないが、リサーチの

絡む新規事業・事業推進関連案件を

戦略ファーム出身者がリード

• アジャイルリサーチを通じたコストダウンにより

プライスポイントはリーズナブルに

アジャイルリサーチを通じたコストダウンで、リーズナブルな新規事業・事業推進関連コンサルを提供
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2日後のMTG にアウトプットできる定量調査

2日のMTGまでに入稿～集計が完了するスピード感

• 自動化を通じて無駄な時間・リソースを最小化

• 人を極力介さないオペレーションで、スピードを担保しながらミスも最小化

“使える”アンケート集計表を標準提供

• Tableauベースの集計表を自動生成

• クラウドベースの自社集計ツールも開発中 ※’22年中にリリース予定

2,000万人規模のアンケートパネルへアクセス

• 国内Top Tierのパネル企業2社と提携

• アンケートローンチ後5時間で2万人、3日間で30万人レベルでの回収実績あり
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サービスの全体像

設問票と回収条件を頂ければ、アンケート画面確認のみで最短1営業日でデータ・集計表を納品

パネル/提携企業クライアント
企業様 (2,000万人規模)

リクエスト

設問票・回収条件をご送付

アンケート画面確認の依頼

テストURL/イメージを共有

アンケート配信

主に提携企業パネルを通じてア

ンケートを配信

アンケート回答

大手アンケートサイトやポイント

会員向けサービス上でアンケー

トに回答

回収データ・集計表の納品

回収Rawデータ(Excelベース)

単純/クロス集計表(Tableau

ベース)

最短1営業日で完了
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特徴 (1/3)：2日後のMTGに十分間に合う実査スピード

独自ツールによる画面作成の半自動化・2,000万人規模のパネルの活用により“速さ“を実現

17

アンケート画面作成を半自動化 国内最大規模のパネル企業と提携

Excelベースの設問票

アンケート画面

会員基盤A

会員基盤B

会員基盤C

会員基盤D

会員基盤E

… …

国内

2,000万人

規模1)

1. 数値は国内総会員数(アクティブ/非アクティブは加味せず); 2. 弊社にて弊社フォーマット(spreadsheet)へ転記; 3. 回収条件・回収日時によって変動あり

⚫ 独自ツールの開発により画面作成プロセスを半自動化し、
所要時間の大幅削減と共に反映ミスを最小化

⚫ 貴社にて画面を作成する必要(セルフ型)はなく、
今迄通り、Excel/spreadsheetベースで入稿可能2)

⚫ 国内Top Tierのパネル企業2社と提携を通じ、
2,000万人規模1)のアンケートパネルへアクセス可能

⚫ アンケートローンチ後5時間で2万人、3日間で30万人
レベル3)での回収実績あり

提携パネルA

提携パネルB



18

前提：

期間内で何度もやり直せる

結果、好循環が生まれる

① 一定机上での設計が

煮詰まった段階で実施

② クイックにレビュー/

設計のリバイズが可能

③ 狙った調査が出来、

成功体験として蓄積

④ 結果、一つの調査、

担当者スキルの両面で

質が向上

前提：

期間内で一度しか実施できない

結果、悪循環が発生し得る

① 設計を慎重に時間をかける

“何回しもして確認を重ねる…”

② 結果が仮説/想像と異なる

“欲しいデータではなかった…”

③ ラーニングが溜まらない

“ポイントが分からない…”

④ 次回も1からの作成で、

より慎重になるしか手立てがない

“もっと完成度を高めねば…”

特徴 (2/3)：取れる“オプション”幅の拡大により調査の質が向上

調査設計（設問票作成）

• 調査における論点・仮説の議論

• 調査票の設計とスケジュールの確定

調査実査

• 設計を基にアンケート画面作成

• 配信/回収コントロール

一次分析

• 調査データの初期分析(クロス集計)

• 上記踏まえた“深堀りポイント”の検討

二次分析・資料化

• キーメッセージの資料

• 各種資料への落とし込み

Quest

サポート

領域

主要プロセス Without With

「速さ」により、同一期間で複数回実施が可能となり、調査の質が高まる



特徴 (3/3)：誰でも直感的に使えるクロス集計表

コンサルタント品質の分析に最適化された集計表を提供

19

集計表イメージ

生データ(Excelベース)から、不慣れなメンバーが

1~2日かけて初期集計を実施

• 1分析単位で毎回の設定作業が発生

• 直感的に利用方法が分からず、別途学習が必要

• ウェイトバック非対応・グラフ化不可 etc.
※調査会社から独自集計ソフトが納品されるケースはあるが、

機能面/操作難易度が原因で使われないことが殆ど

Before

Tableauベースの単純/クロス集計表を標準提供し、

初期集計の工数・スキル要件を大幅削減

• 追加料金・追加期間なしで納品

• コンサルタント品質の分析を前提とした各種機能を実装

- 設問・選択肢を選択する以外の作業は不要

- Tableau未経験者含め直感的に利用可能なUI/UX

- ウェイトバックやグラフ化、Excel出力等に対応



主な実績例

実績例

• 他社見積り7~14日間の実査期間を提示されていた調査を、
Questにて約2日で完了

コンサルティング会社の声

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Day:

画面作成 配信・回収 集計M社:

R社:

4日後の提案資料に入れたいデータがなく困っていたが、

Questが翌日に結果をくれたので何とかなった。
マネージャー

価格面でも最も安価だったが、何よりスピードが凄かった。

他社では2週間かかる見積りが、3日以内に完了できた。
コンサルタント

Tableauベースの集計表があることで、数日覚悟していた

分析工数が大幅に楽になった。次回もお願いしたい。
アソシエイト

納品日数設問数 サンプル数定量調査例

1営業日
(金曜入稿→土曜納品)

15問 1.5万ssスポーツに関するアンケート
• 応援／視聴しているスポーツ 等

1営業日
(木曜入稿→金曜納品)

18問 0.5万ssシニアに関するアンケート
• 健康食品の利用・住環境の状況 等

2営業日
(月曜入稿→水曜納品)

30問 6.0万ss銀行口座に関するアンケート
• 給与振り込み口座の利用きっかけ 等

2営業日
(金曜入稿→火曜納品)

40問 20.0万ss保険に関するアンケート
• 加入有無・加入チャネル 等

0.5営業日
(17時入稿→22時納品)

7問 0.2万ss住宅に関するアンケート
• 引越し検討状況・利用媒体 等

3営業日
(木曜入稿→火曜納品)

100問 10.0万ssデリバリーに関するアンケート
• 利用サービス・認知状況 等

合計100件超の実績を保有 20

コンサルティングでの活用実績が豊富



3. Questの活用ケース

解決し得る課題 / Q u e s t のサポート可能性

21



Questのクライアント企業様で聞く “よくある課題”
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事業開発がなかなか前に進まない

• リサーチ・データ収集のスピードが遅い

• ステークホルダー間での合意形成ができない

• リスク懸念でプロトタイプのリリースができない

事業開発・リサーチにコンサル/調査会社を従前から利用している企業の、以下の課題をQuestが解決

→リサーチ通じたコストダウンで、数百万円/月からニーズに

応じて最適な内容を提案 (“コンサル手法の民主化”)

→Questは高速リサーチで戦略コンサル出身者が

プロトリリースまでサポート

コンサルを依頼しているが高額 / 高額で雇えない

• 事業開発や関連するリサーチに数千万円/月を

支払っているケースも存在

調査会社を通じて定量調査を実施しているが遅い

• 既存のプレイヤーに聞いた場合2-3週間かかる

• 本当は、速いサイクルで定量リサーチを回すことで上申/

ディスカッションタイミングの高速化を図りたい

→ Questの定量調査はリサーチに特に詳しい元戦略コン

サル人材がサポート (設計・集計)

→Questの定量調査は入稿後2日後にはtableauベース

の集計表納品が可能

定量調査の専門家がおらず正しい方法か分からない

• 既存のプレイヤーは実施方法について教えてくれない

• コンサルもリサーチの専門家が (実は) いない



Questを活用頂くシーン・部署・事例

大きく以下3つが典型的なQuestの活用方法
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部
署
・
事
例

新規事業創出の伴走パートナー

新規事業部/デジタル部/新組織を支援

• 大手不動産会社における新規事業

創出プログラムサポート

• 大手保険会社におけるCDO直下組織の

新規事業検討・プロト支援

• 大手Tier1企業のAI関連事業部における

新規事業創出支援

• 大手自動車会社における新規子会社の

新規事業創出支援

• 大手飲食企業新規事業役員の新事業

立案支援 etc.

市場・競争環境調査パートナー

投資関連部/戦略関連部を支援

• 大手IT企業プロダクト戦略部におけるバーティ

カルSaaSベンチマーキング

• 大手製造業の投資企画部における

今後の投資戦略立案支援

• 大手IT企業の投資企画部署における簡易

DDサポート

• スタートアップの新規バーティカルSaaS領域探

索支援

• 準大手企業経営企画室の既存領域におけ

る競合コストベンチマーキング etc.

消費者調査パートナー

概
要

コンセプト立案からプロトタイプを支援

→特に顧客視点・体験や、サービス型

モデルが重要なケース

新規取組機会の発見を目的に 、投資

機会の探索や市場の理解を支援

リサーチを多く実施している企業における

定量リサーチの高速化・効率化を支援

商品開発/ﾘｻｰﾁ/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ組織を支援

• 大手損害保険会社の商品開発部

向け定量調査支援

• 大手IT企業のリサーチセンターにおける調査の

実施方法見直し・継続サポート (’19年～継

続的に実施)

• 大手IT企業の広報部向けプレスリリース

作成支援

• スタートアップのCM企画向け定量

調査支援 etc.




