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会員数

2011 20222021202020192018201720162015201420132012

100,000

50,000

●サービス開始
⽇本初のM＆Aプラットフォーム

●事業承継・引継ぎ⽀援センターと提携

●ユーザー1万名突破

●ユーザー
10万名突破

●信⾦中央⾦庫グループと資本業務提携

●サブスクモデル転換

●地⽅新聞社と
連携開始

●トランビ設⽴

会社概要

名称

本社

設⽴

代表取締役

従業員数

事業内容

株式会社トランビ

東京都港区新橋5丁⽬14番4号 新倉ビル6階

2016年4⽉（サービス開始 2011年）

CEO ⼭中健太郎

15名

・M＆Aマッチングプラットフォーム事業
・⼈材紹介事業（後継者⼈材紹介等）
・ビジネスマッチング事業

会社沿⾰と歩み

挑戦者で溢れる社会を創造する
mission/vision
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1. 弊社ご紹介



事業の売り⼿と買い⼿をオンラインでマッチング。⽇本最初のM＆AプラットフォームTRANBI

売り⼿ 買い⼿

TRANBI

①ノンネーム案件掲載 ②交渉申込

③秘密保持契約
④ネームクリア
⑤基本合意、DD等
⑥成約（報告）

完全無料
⼀部有料サポート
サービスあり

⽉額料⾦
のみ

成約時⼿数料
なし

※M&Aプラットフォームランキング総合1位
「Gomez M&Aプラットフォームサイトランキング2022」の発表について | Gomez

＼online／
匿名交渉

※

従来多くのコストがかかったマッチングをネット活⽤で効率化し、時間的経済的負担を⼤幅削減。⼩規模事業者でもM＆Aの活⽤が可能に。

無料で匿名の
案件情報の閲覧が可能︕

例︓財務データ
（レンジ表記）
ビジネスモデル
売却希望価格

案件情報にある問い合わせボタン
から交渉が開始できます︕

Point !!
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1. 弊社ご紹介

https://www.gomez.co.jp/company/press/220603.html


買い⼿︓交渉希望のM＆A案件売却希望価格に応じて3プランをご⽤意︕
専⾨家が買い⼿の交渉代理をする場合はエンタープライズプランへの加⼊が必要です。

成約⼿数料制と⽐較すると、
買い⼿としては⽉額定額制の
TRANBIで成約する⽅がお
得︕
定額料⾦を⽀払って交渉に進
む必要があるので本気度の⾼
い買い⼿が集まる︕
▷売り⼿がTRANBIに案
件を掲載するメリット

Point !!

売り⼿︓案件掲載〜成約まで完全無料︕成約⼿数料も不要︕
必要に応じてサポートサービス（P10参照）もご利⽤いただけます。
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2. TRANBIの特徴



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1000万円未満 5000万円未満 〜1億円未満 〜5億円未満 5億円以上

オーナー直接掲載⽐率

（売却案件の年商規模）

中⼩規模事業ほどオーナーが⾃⾝で案件を掲載。成約実績も豊富。

代理⼈

82% 64%

49%
37%

23%

案件数

⼩ ⼤

オーナー

成約案件の売上案件規模

1000万円以下

5000万円以下

2000万円以下
５億円以下

6

2. TRANBIの特徴



債務超過の掲載案件 債務超過でも成約している案件例
• 【業歴30年以上】全国書店に流通できる実⽤書出版会社
• 【⼤⼿空調メーカー販社と取引】管⼯事(空調設備)業
• 50万フォロワー超のお料理インスタアカウントとサービス
• 駅チカ。認可外保育施設指導監督基準を満たす23区内保育園

⼩規模案件でも、営業⾚字・債務超過の案件でも、成約可能。

5,000万円未満

1億円未満

1億円以上

成約しやすい案件の特徴

• 適正な売却価格
• 顧客基盤がある
• 参⼊障壁が⾼い

• ⾃⾛可能
• 将来性のある業界
• 従業員の継続雇⽤あり

債務超過（11%）

集計対象︓2022/1/1以降掲載の案件
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2. TRANBIの特徴



3. TRANBIの活⽤⽅法

譲渡希望
オーナー

売り⼿
代理⼈

委託
案件
掲載

交渉

買い⼿

譲渡希望
オーナー

案件
掲載

登録専⾨家様

売り⼿サイド 買い⼿サイド

完全無料

完全無料

パターン①
専⾨家様が
代理で交渉
を進める

パターン②
専⾨家様が
サポートの
上、事業者
様がご⾃⾝
で交渉を進
める
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3. TRANBIの活⽤⽅法

9

事業規模
（年商）

⼤

⼩

⽬安
5,000万円

オーナーのインターネットリテラシー
あり なし

専⾨仲介会社に依頼

オーナー
ご⾃⾝で実施

登録専⾨家様
が代理

M＆A専⾨家リストをご⽤意
https://www.tranbi.com/expert/list/

TRANBIによるアドバイスサービス
をご利⽤ください。



第三者への譲渡の相談
譲渡案件の情報整
理・案件掲載

交渉相⼿の募集
契約締結・
クロージング
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4. TRANBIのサポート体制

①M＆A相談所
無料/初回30分

②案件PRサポート
30万円・全額返⾦制度あり

③交渉サポート（専⾨アドバイス）
40万円/3ヶ⽉

トップ⾯談 条件交渉

案件掲載前から掲載後まで、交渉の不安をサポートするメニューをご提供。

交渉

④交渉サポート（進⾏管理）
20万円/3ヶ⽉

セット割
50万円/3ヶ⽉

お困りの際
まずはM＆A
相談所へ︕

Point !!

※税抜き表⽰。別途、スコープや料⾦などは柔軟にご相談に応じます。



5. i.紹介コード発⾏

売り⼿及び登録案件が登録専⾨家の皆様からのご紹介であることがわかるように
紹介コードの発⾏が必要です。
オーナー様もしくは専⾨家様の会員登録時に、発⾏した紹介コードをご⼊⼒いただき
ます。

TRANBIに案件掲載する際、まずは紹介コード発⾏依頼のご連絡をお願いいたします。
ご連絡先︓トランビ営業事務局 biz_assist@tranbi.com

※先に会員登録・案件登録済みで、紹介コードを未発⾏の場合や、
紹介コードの⼊⼒を忘れてしまった場合は、後から紹介コードを発⾏・追加
できますので営業事務局までご連絡ください。
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5. i.紹介コード発⾏
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会員登録時に紹介コードを⼊⼒したオーナー様のTRANBI利⽤状況をご紹介ユーザー
レポートとして、ご紹介元の専⾨家様宛てに毎⽉2回を⾃動送付させていただきます。
交渉の進捗状況を確認し、フォローしていただくのにお役⽴てください。



5. ii.会員登録

トランビのTOPページ
https://www.tranbi.com/

右上にある「会員登録」をクリック

必要項⽬を⼊⼒して「登録する」をクリック
本登録URLがメールに届きます。

メールアドレス、パスワード、会員区分（個⼈/法⼈）、
メルマガ配信希望を⼊⼒します。
「法⼈」を選択した場合、法⼈番号の⼊⼒が必要です。
※他者には公開されません。

会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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https://www.tranbi.com/


5. ii.会員登録

会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

・紹介コード
専⾨家様ごとに発⾏した紹介コードをご⼊
⼒ください。（P9ご参照）

携帯電話のショートメールに届いた
4桁の確認コードを⼊⼒し、

「登録する」をクリックして会員登録完了

【携帯電話をお持ちでない場合】
⾃動電話応答サービスがございます。
会員登録を進めていただきますと案内が
表⽰されます。

メールで届いた本登録⽤URLを
クリックし本登録を進めます。

Point !!
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5. ii.会員登録

会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

ご提出いただく確認書類データ⼀覧

・履歴事項全部証明書( 法務局
／インターネットでの取得 )
※発⾏から6カ⽉以内、全ページ
※上場企業の場合は不要

・健康保険証（両⾯）or
在職証明書

・運転免許証（両⾯）or
健康保険証（両⾯）or
パスポート
（顔写真⼊りページ、
所持⼈記⼊欄ページ）

法⼈ 個⼈

本⼈確認は任意ですが、 TRANBIの機能の⼀部には利⽤の際に本⼈確認が必要と
なる機能があります。詳しくは、機能の利⽤条件ページをご確認ください。
ご提出いただく書類はサービス運営上の本⼈確認のみに使⽤し、ご提出いただい
た書類を他のユーザー様へ開⽰することはございませんのでご安⼼ください。
本⼈確認書類提出後、1〜3営業⽇のお時間を頂戴しています。
なお、本⼈確認とは別に全ユーザーに対して反社チェックを実施しております。

マイページTOPから
「本⼈確認書類提出へ進む」をクリック

会員登録完了後、任意で本⼈確認申請を実施できます。
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5. iii.案件登録（公開申請）

• ログイン後、「マイページ」＞「新規案件登録」より案件情報をご登録ください。
• 案件登録は無料です。
• 専⾨家様が代理で案件登録する場合は、売り⼿との業務委託契約書の写しを添付いただく必要があ

ります。

STEP3 案件登録完了STEP2 ⼊⼒内容の確認STEP1 案件情報の⼊⼒

秘密保持契約書・
業務委託契約書雛形ご提供します
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会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告



• STEP1 案件情報の⼊⼒
⼊⼒・選択項⽬

M&A案件名(26字以内) [必須]

交渉対象[必須]（個⼈/法⼈/専⾨家）

譲渡対象[必須]

譲渡資産

代理案件

業種(複数選択可能、最⼤3つ)[必須]

メイン業種[必須]

財務情報（直近の実績）[必須]

売却希望価格[必須]

売却希望価格の根拠

所在地[必須]

譲渡会社の法⼈番号[必須］

従業員数

譲渡理由

売却希望時期

事業内容[必須]

主な顧客[必須]

製品サービス[必須]

製品・サービスの販売・提供⽅法[必須]

事業の強み / 差別化ポイント[必須]

補⾜情報

その他の案件情報(⼀部[必須])

M&A専⾨家から提案を希望する分野

登録者⽤備考

M&A案件名や内容
は、事業が特定さ

れない範囲で記載
してください。
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会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

5. iii.案件登録（公開申請）
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会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

M&A案件名や内容は、事業が特定されない範囲内で、買い⼿に魅⼒が伝わるように記載してください。

l 案件名︓
案件の詳細ページまで閲覧いただくためにも魅⼒・特徴があるとよい。
例︓○ コロナ禍でも⿊字︕30年地元で愛される⽼舗温泉旅館
△ ⿊字︕⼤阪府内温泉旅館

l 事業内容やビジネスモデル、主な顧客等︓
匿名の範囲で、できるだけわかりやすく⼊⼒。

l 譲渡理由︓
ネガティブにならないように記載。後継者不⾜や事業の選択と集中などが多い。

l 財務情報︓
事業譲渡の場合で負債や資産を引き継がない部分は0円でok。
⾚字でもコロナ前の財務状況がよければ、コロナによる影響であるという記載もあるとよい。

Point !!

5. iii.案件登録（公開申請）



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 案件の交渉対象選択
売却案件の交渉対象を、個⼈／法⼈／M＆A専⾨家の中から選択することができます。
どのユーザーからの交渉も受け付ける場合は、全てにチェックを⼊れてください。

• 案件の限定公開設定
本⼈確認を完了していただくと、売却案件の「公開範囲を制限する」設定をご利⽤いただけます。
チェックを⼊れていただくと、本⼈確認済みのTRANBI法⼈会員のみに案件を公開でき、
TRANBIのユーザーではない⽅や、本⼈確認がお済みでない⽅からの案件閲覧を制限することがで
きます。
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5. iii.案件登録（公開申請）
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会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

■STEP2︓⼊⼒内容の確認

--下書き・登録済みの案件を編集する場合
ログイン＞マイページ＞売却案件の管理＞編集

--⼊⼒内容を⼀時保存する場合

5. iii.案件登録（公開申請）



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

■ STEP3 案件登録完了
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5. iii.案件登録（公開申請）



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 禁⽌案件・⾏為ガイド（P34ご参照）に沿って、案件登録内容の確認を実施しております。
• 確認結果はマイページ上とメールで通知されます。確認に1営業⽇ほどお時間を頂戴しております。
• 修正が必要となった場合には、ご対応のうえ再度、案件公開申請をお願い致します。
• ⼀度公開した後も、内容の変更は可能です。

2023-01-15 2023-01-16
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5. iv. 事務局承認・案件公開



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 案件認証サービス（TRANBIセキュア）※任意
案件に記載の譲渡対象の会社が実在していることや、売り⼿から提出いただいた情報が案件に記載
された財務情報の数値と合致していることをトランビ事務局が確認する有料サービスです。
トランビ事務局にて情報を確認し、情報が確認できた場合には、案件に「TRANBIセキュア」マー
クが表⽰されます。

「TRANBIセキュ
ア」マークがつくこ
とで、買い⼿は安⼼
して交渉を申し込む
ことができるため、
交渉数の増加が⾒込
まれます。

• マイページ＞売却案件の管理＞詳細・編集＞案件認証の申込 からお申し込みできます。
• 財務情報確認のため、決算書をご提出いただきます。
⼀つの案件に対して5,500円（税込）を頂戴します。
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5. iv. 事務局承認・案件公開



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 買い⼿から交渉メッセージが⼊ると、マイページ上もしくはメールにて通知いたします。
• マイページ＞交渉ルーム⼀覧 より買い⼿からのメッセージを確認してください。
• 「話を聞いてみる」ボタンをクリックの上、メッセージ⼊⼒欄に返信内容を⼊⼒し、

「送信」ボタンをクリックすると買い⼿へ送信されます。
• 売り⼿・買い⼿共にまずは匿名状態で交渉を進めます。

交渉相⼿の情報
を確認すること
ができます。
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5. v. 匿名交渉



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 売却交渉オファー機能
売り⼿から買い⼿に対して交渉をオファーできます。
マイページ＞売却案件の管理から「本案件に気になる
している買い⼿を探す」ボタンをクリックすると、
⾃分の登録案件に「気になる」ボタンを押した買い⼿の⼀覧が表⽰されます。

オファーを送信した
ら、買い⼿から交渉
メッセージが届くの
を待ちます。

Point !!
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5. v. 匿名交渉



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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5. v. 匿名交渉

• 案件のステータス変更
案件登録後、売却案件のステータスを変更できます。
マイページ＞売却案件の管理＞詳細・編集＞受付中▼ をクリックし、以下のステータスに変更できます。
新規申込の停⽌ ︓交渉が殺到したときなど、交渉相⼿募集を⼀時停⽌できます。再開も可能です。
独占交渉中の設定︓売却交渉がまとまってきたタイミングで独占交渉中に設定し、交渉相⼿募集

を⼀時停⽌できます。解除も可能です。
終了 ︓案件掲載を取りやめる場合、終了ステータスに変更できます。

以降、交渉していた買い⼿とメッセージのやり取りはできなくなります。



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 相互に実名を公開し、事業情報を明らかにして交渉を進めたい場合は、実名交渉申請を⾏って下さ
い。実名交渉の申請は、売り⼿・買い⼿どちらからでも可能です。

交渉ルーム右上の「実名交渉
申請」をクリックすると、秘
密保持契約書の同意画⾯が表
⽰されます。
内容を確認の上、「送信す
る」ボタンをクリックすると、
実名交渉の申請が完了します。
その後は相⼿の承認（秘密保
持契約の同意）を待ちます。

27

5. vi. 実名交渉



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 匿名交渉の段階で確認すべきことについて
売り⼿︓会社や事業が特定されない範囲で事業情報を相⼿に開⽰しながら、買い⼿の意向（買収後

にどんな絵姿を考えているのか等）を詳しく確認し、どの相⼿と実名交渉に移るべきか検討します。
また、買い⼿の⽀払い能⼒も確認しておきます。

買い⼿︓多くの買い⼿候補の中から、交渉相⼿として適していることを理解してもらえるよう、
⾃社のプロフィールや関⼼を持った理由などを開⽰することから始めます。また、譲渡希望価格を確
認し、具体的な資⾦調達⽅法まで売り⼿に伝えることが重要です。

• 実名交渉への移⾏について
⼀般的には、売り⼿情報の⽅が機密性を求められます。
売り⼿は、買い⼿から実名交渉を申請されたタイミングで、買い⼿の社名と担当者名を知ることができますので、
相⼿の社名・担当者名を参考に会社を簡易調査し、実績・業績・評判等を考慮した上で、実名交渉に適している
と判断された場合に、実名交渉を承認してください。
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5. vi. 実名交渉

Point !!



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 交渉相⼿から実名交渉の申請を受け取ったら、交渉相⼿の情報を確認の上、承認を⾏います。

交渉ルーム右上もしくは、交
渉メッセージ内の「実名交渉
を承認」をクリックすると、
秘密保持契約書の同意画⾯が
表⽰されます。
内容を確認の上、「送信す
る」ボタンをクリックすると、
実名交渉の承認が完了します。

29

5. vi. 実名交渉



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

• 実名交渉の申請・承認が完了すると、売り⼿・買い⼿双⽅間で秘密保持契約が締結され、
実名交渉ステータスに移⾏します。双⽅の実名情報を明かしながら具体的な交渉に進みます。

交渉ステータ
スが「実名交
渉」に移⾏し
ます。 交渉の進捗を

チェックボック
スで記録してお
くことができま
す。

実名交渉ステー
タスになると、
交渉相⼿の⽒名
などの情報も表
⽰されます。

交渉の流れや進め⽅に
迷った時は「M&Aガイ
ド」をご覧ください。
「よくあるご質問」も
参照できます。
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5. vi. 実名交渉



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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5. vi. 実名交渉

• 譲渡契約を取りまとめる際、譲渡契約書の雛形をご利⽤いただけます。
• 交渉画⾯右側＞「契約書ひな型」をクリックし、契約書テンプレートをダウンロードください。

M＆Aガイドページにて以下のテンプレートを
ダウンロードいただけます。

• 株式譲渡基本合意書
• 株式譲渡契約書（会社間）
• 株式譲渡契約書（個⼈間）
• 事業譲渡基本合意書
• 事業譲渡契約書
• 代理⼈証明書



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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5. vi. 実名交渉

• 特定の相⼿との交渉を中断する場合、売り⼿・買い⼿どちらからでも、交渉中断⼿続きが可能です。
• 交渉画⾯右上＞「交渉を中断」をクリックし、中断理由を選択・詳細を⼊⼒のうえ「次へ」を

クリックすると、交渉相⼿への最後のメッセージを⼊⼒できます。
⼊⼒後、「送信する」ボタンをクリックすると、当該交渉が中断されます。

交渉中断をした
側からのみ、後
から交渉を再開
できます。

交渉に適さない相⼿に
会社や事業の⼤切な情
報を開⽰する必要はあ
りませんので、相⼿が
交渉相⼿として適当で
はないと判断した場合
は、その相⼿との交渉
を速やかに中⽌しま
しょう。



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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5. vii. 成約報告

• 交渉がまとまり、案件が成約したら、事務局宛に成約報告をお願いいたします。
• 成約報告⼿続きは、売り⼿・買い⼿それぞれが、成約報告期⽇までに実施する必要があります。

Point !!



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告
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5. vii. 成約報告

• 交渉画⾯右上＞「成約を報告」をクリックします。成約⽇（最終契約締結⽇）・譲渡⾦額を⼊⼒し、
「報告する」をクリックします。



会員登録 案件登録 匿名交渉 実名交渉 成約報告

35

5. vii. 成約報告

• 両者捺印済みの最終契約書の全ページの写しをアップロードいただき、譲渡条件や⾦銭等の移動に
ついて必要事項を⼊⼒し、「アンケートへ進む」をクリックします。

• アンケートをご回答いただき、成約報告⼿続きは完了です。

成約報告期限を過
ぎてしまうと遅延
損害⾦が発⽣いた
しますのでご注意
ください。



• TRANBIにはご掲載いただけない案件が⼀部ございますので、案件登録申請前にご確認ください。
- 現時点で売上実績のない権利の譲渡
- 売上実績または事業在庫が存在しないオークションサイト、ECサイトのアカウントの譲渡案件
- 容易に複製可能もしくは再販可能なソフトウェア、データ等の譲渡と判断される案件
- ⼀般に公開されていないソフトウェアやゲーム等のプログラムの販売と判断される案件
- 事業や店舗の引き継ぎが伴わない新規の代理店募集や、フランチャイザーによる事業や店舗の引

き継ぎが伴わない新規フランチャイジーの募集⾏為に類すると判断される案件
- 業務提携先の募集のみを⽬的とした案件
- 活動実態がない案件
- 法令への違反若しくは他社サービスの利⽤規約等に抵触する可能性がある案件、またはそれらを
助⻑する可能性のある案件（例︓YouTubeチャンネルやアカウント、SNSアカウントのみの譲渡）

（⼀部抜粋）

Point !!
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5. viii. 禁⽌案件・⾏為ガイド



第三者承継の⼿段をご提案されました。TRANBIへの売却案件登録のアドバイスや、サイト内での交渉メッ
セージのやり取りも丁寧にご⽀援されました。TRANBI内では10社の買い⼿から引き合いがあり、複数の交渉
相⼿から寄せられる質問対応では相⼿の質問の意図も併せて売り主様に伝えたり、必要書類の⽤意をアドバイ
スしたり、譲渡完了まで売り主様の⼼的負担、事務的負担を軽減できるよう努められました。
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6. 成約事例ご紹介

案件
掲載

売り主
受託製造業

買い主
カビ取り専⾨

クリーニング会社

売り主は各種製造事業者からの受託業務を⼿掛ける
企業でしたが、後継者不在のため株式譲渡に踏み切
りました。この企業を買収したのは、カビ対策の総
合会社として⽇本でもトップクラスの市場シェアを
誇る企業です。今回は、業務⽤液剤の⽣産拡⼤のた
めの⼯場を、地震リスクに強い場所に構えたいとい
うことで、事業拡⼤を⽬指してTRANBIで初めての
M＆Aに挑戦されました。

概要 専⾨家様の⽀援内容

トランビ提携
信⽤組合

会計⼠
税理⼠

社労⼠ほか

後⽅
⽀援

後⽅
⽀援交渉

TRANBIへの売却案件登録のアドバイスや、サイト
内での交渉メッセージのやり取りも丁寧にご⽀援さ
れました。必要書類の⽤意をアドバイスしたり、⾯
談の場にも同席されました。譲渡成⽴までオーナー
様の⼼的負担、事務的負担を軽減できるよう努めら
れました。特に売り⼿側の場合、M＆Aの検討段階
から交渉まで、精神的な負担が⼤きいため、オー
ナーの良き相談相⼿になることが重要です。



操作⽅法がわからない、こういう時はどうしたらいい︖
などお気軽にご相談ください。

トランビ営業事務局
biz_assist@tranbi.com

担当︓川﨑 流⽯（かわさき さすが）

？？

お問い合わせ
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