
TimeRexのご紹介

ミクステンド株式会社



ミクステンド株式会社について

株式会社リクルートの新規事業開発室から「調整さん」と関連事業ごとスピンアウトして設立された会社です
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会社名 ミクステンド株式会社

創業年 2018年

所在地 東京都渋谷区神宮前3丁目1-30 H1O青山 706

沿革 2006年、日程調整サービス『調整さん』をリリース。

2014年、株式会社リクルートの新規事業部で部門化。

2018年、調整さんと関連サービスをスピンアウト。ミクステンド株式会社体制に移行。

2020年、日程調整自動化サービス『TimeRex』をリリース。

2021年12月、TimeRexの登録者数が6万人を突破いたしました。

事業
日程調整を軸に複数のサービスを運営しています。
2020年1月現在、主要サービスの月間利用者数は約400万人です。



TimeRexとは

GoogleカレンダーやOutlook予定表と同期して空き時間だけを自動で表示、日程調整がたった2Stepで完了する、

面接や打ち合わせなどビジネスシーンの調整に特化した日程調整自動化ツールです。
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TimeRexの特徴

1. GoogleカレンダーやOutlook予定表とリアルタイムに連携

カレンダーの空きスケジュールとお好みの設定に応じて、打ち合わせ相手に日程候補を自動で提示。

日程調整完了後の予定登録まで自動化できるので、URLを送った後は待っているだけで日程調整が完了できます。

2. 複数人のスケジュールの考慮や、3者間以上での日程調整に対応

対象メンバーの「全員が空いている」「誰か1人が空いている」条件の日程候補を自動で提示できます。

メンバー間の事前調整は不要になります。また、営業担当・代理店・顧客などの3者間以上での日程調整にも対応しています。

3. ユーザー・日程調整相手双方にとって、かんたん操作で日程調整を効率化

ユーザーは直感的な操作で日程調整用のURLを作成可能。

また、日程調整相手はURLにアクセスし、ログイン不要で日程を選択するだけで日程調整できます。

パソコン、スマートフォン、タブレット等、端末を選ばずあらゆる環境から利用できます。

4. 月間400万人が利用するサービス基盤とセキュリティ（ISO27001認証取得）

弊社サービスは月間400万人以上にご利用いただいており、

急なアクセス増加等にも対応できる強固なサービス基盤を整えています。

セキュリティにも万全を期しており、ISO27001認証（ISMS）を取得しています。
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TimeRexを使った日程調整フロー

打ち合わせ相手に専用URLを送るだけ。待っているだけで日程調整が完了します。
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メール等でTimeRexの専用URLを打ち合わせ相手に送信

URLにアクセスし、
希望の日程を選択

TimeRex

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

日程調整完了メッセージを送信 日程調整が完了したことを通知

TimeRex
ユーザー

打ち合わせ
相手

予定前日リマインドメールを送信

 連携カレンダーに予定を自動登録 カレンダーに予定を自動登録
※ICSファイル対応カレンダーのみ



打ち合わせの日程調整自動化のイメージ
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従来の方法 合計約15分 TimeRexの場合 合計約1分

メールで候補日程をミスタイプするリスクも

日程調整にかかる時間を

95%以上削減
他サービス連携等を利用すれば
さらなるコスト削減につながります

日時を誤ってカレンダーに登録するリスクも

自分のスケジュールをカレンダーで確認 2分

同席者と日程調整で提案する日程候補を確定 3分

日程候補を仮予定としてカレンダーに登録 2分

日程候補をメールにまとめて相手に送信 3分

日程確定連絡を受け取り、メールを返信 2分

仮予定を削除、本予定を登録、同席者に共有 3分

日程調整カレンダーの URLをメールで送信 1分

日程調整完了 日程調整完了

相手が日程を選択

相手が日程を選択

候補日程をTimeRexが自動で提案

予定はカレンダーに自動登録
同席者への通知も自動



TimeRexがサポートしている日程調整方式
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TimeRexでは「日程調整カレンダー方式」「グループ（3者間）投票方式」の2種類の日程調整をサポートしています。

日程調整方式 - TimeRex

日程調整カレンダー方式 グループ（3者間）投票方式

3者間以上の調整 × ●
日程候補のピックアップ 自動 手動

予定の確定 ゲストが選択した日時 ホストが日程確定

https://timerex.net/feature/types-of-scheduling


主要機能

シンプルな設計の中にビジネスシーンの日程調整に必要な機能が揃っています。

移動時間も考慮 同席者アサイン Web会議連携 予定の変更

打ち合わせの場所への行き帰
りにかかる移動時間も、日程
確定時にブロックします。

複数人の空きスケジュールを
考慮して日程候補を提示しま
す。

日程調整完了と同時にWeb会
議ツールのURLを発行して通
知できます。

確定済みの予定の再調整（リ
スケ）・キャンセルを自動で反
映します。

設問項目カスタマイズ グローバル対応 API（Webhook） Webサイト埋め込み

日程調整時に、相手から得た
い情報を受付フォームの項目
として追加することができま
す。

日本語/英語の言語選択やタ
イムゾーンが違う外国の方と
の日程調整が可能です。

日程調整完了と同時に任意の
APIにリクエストを送信できま
す。SFAやMAと連携が可能で
す。

WebサイトにTimeRexを埋め
込むことができ、埋め込みを
利用すればURLを送る必要も
ありません
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日程調整完了時にWeb会議URLを発行

TimeRexより打ち合わせ相手が日程を選択し、日程調整が完了したタイミングでWeb会議ツールのURLを自動発行します。

発行されたURLはTimeRexユーザーと打ち合わせ相手の両方に通知され、TimeRexユーザーの連携しているカレンダーにはWeb会議

ツールURLの情報が登録されます。

連携できるWeb会議サービス
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Zoom連携を利用した例

Zoom Microsoft Teams

Google Meet



複数人のスケジュールを考慮できる参加者設定
TimeRexには、日程調整シーンに応じて3つの参加方式を設定できます。

参加メンバー選択 - TimeRexサポート

1人で参加（同席者アサインなし）

ある1人が空いている日程を日程調整相手に提示します。

全員が参加（全員が空いている日程を表示）

選択したメンバー全員が参加する打ち合わせ等に最適な参加方式です。

選択したメンバー全員が空いている日程のみを打ち合わせ相手に提示します。

誰か1人が参加（1人以上が空いている日程を表示）

選択したメンバーのうち誰か1人が参加する打ち合わせに使用する参加方式です。

選択したメンバーのうち、誰か1人以上が空いている日程を相手に提示します。
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Aさん Bさん 表示

☓ ☓ ☓

○ ☓ ☓

☓ ○ ☓

○ ○ ○

Aさん Bさん 表示

☓ ☓ ☓

○ ☓ ○

☓ ○ ○

○ ○ ○

Aさん 表示

☓ ☓

○ ○

ランダムに1人を参加者として選定

選ばれた1人に予定登録

あらかじめ参加者設定された全員に予定登録

優先度順に1人を参加者として選定

https://support.timerex.net/hc/ja/articles/360042161591


日程調整時の設問項目カスタマイズ

日程調整と同時にアンケートを実施できます。

設問項目のフォームは柔軟にカスタマイズできるので、商談や面談前の事前ヒアリングにご活用いただけます。

日程調整時の設問項目カスタマイズ機能 - TimeRexサポート

ご自由に質問を追加可能

ご利用シーンに応じて質問項目を自由に追加頂けます。

セレクトボックス、チェックボックス、ラジオボタン等も設置できます。

項目の並び替えや必須設定にも対応

追加した質問項目や既存の質問項目を自由に並び替えることができます。

また、各質問項目の回答を必須にするかどうかを設定することができます。

回答はCSVエクスポートや他サービスと連携可能

日程調整と同時に収集した回答はCSV形式でエクスポートできます。

またWebhookを使って他のサービスと連携することで、回答を蓄積することもできます。
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電話番号

ご興味のある製品をご選択してください

ABCクラウド

PQRナビ

XYZ会計管理

導入予定時期をご選択ください

3ヶ月以内

導入サポートを希望されますか？

希望する

希望しない

フォームのカスタマイズ例

https://support.timerex.net/hc/ja/articles/360049955672


Webサイトへの埋め込み（ウィジェット）

Webサイトに日程調整カレンダーを埋め込むことができます。

TimeRexはじめの一歩（4）日程調整カレンダーをサイトに埋め込む - TimeRex活用テクニック

Webサイトで管理する会員情報等とデータ連携

埋め込みコードの一部を変更することで、

Webサイトで管理している会員情報等をTimeRexウィジェットに連携することができます。

TimeRexロゴの非表示も可能

パラメーターを追加することで、

TimeRexロゴを非表示にすることも可能です。

Webサイトにあわせてデザイン調整可能

埋め込む先のWebサイトにあわせて

ウィジェットのテーマカラーを調整できます。
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TimeRexウィジェット利用例

https://timerex.net/blog/tips/embed-calendar


さまざまな外部サービスとの連携

日程調整完了時に、日程・会社名・氏名などの予定についての情報を外部サービスと連携できます。

日程調整効率化にとどまらない、業務効率化を実現可能です。

Slack・Chatwork連携

日程調整完了やキャンセルの通知をSlack・Chatworkで受け取ることができます。

Slack連携機能をリリースしました - TimeRexカイゼン・新機能

Chatwork連携機能をリリースしました - TimeRexカイゼン・新機能

Zapier連携

日程調整結果をノーコードで外部ツールにデータ連携できます。連携できるツールは3,000以上です。

Zapier連携機能をリリースしました。3,000以上のツールとノーコードで連携できます - TimeRexカイゼン・新機能

Google Analytics連携・Google広告のコンバージョンタグ設置

日程調整ページごとのPV数・滞在時間・直帰率・流入元などの計測、コンバージョン計測ができます。

Google Analytics連携機能をリリースしました - TimeRexカイゼン・新機能

Google広告のコンバージョンタグ設置に対応しました - TimeRexカイゼン・新機能
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https://timerex.net/blog/update/211207-slack-integration
https://timerex.net/blog/update/220810-chatwork-integration
https://timerex.net/blog/update/220329-zapier-integration
https://timerex.net/blog/update/210601-google-analytics-integration
https://timerex.net/blog/update/211110-setting-up-conversion-tags


セキュリティと信頼性

高い信頼性と実績

弊社のサービスは、月間400万人を超える方々にご利用頂いており、多くのアクセスを安定して処理できる柔軟な基盤でサービスをご提供

しています。 

また、公共機関や大手企業でのご導入実績も多数ございます。

定期的な脆弱性検査の実施と常時監視

不正アクセスや個人情報の漏えいを防ぐために脆弱性検査を定期的に実施、脆弱性が発見された場合は速やかに対策を行います。また

サービスを安定してご提供する為に、稼働状況や外部からの攻撃等を監視、速やかに検知できる体制を整えています。

高水準の運用体制とセキュリティ（ISO27001認証取得）

入退室管理、来客記録、監視カメラによるモニタリング等を実施しており、高い水準のセキュリティの元、

サービスを運営しています。 

また、個人情報や機密情報にアクセスできる権限を厳格に管理しています。
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導入事例
実際にTimeRexを導入・ご活用いただいている企業様をご紹介します。
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株式会社才流

効率化と正確性がカギ、

TimeRexで日程調整時間を60%削減

コンサルティング

株式会社カヤック

大規模オンラインイベント内の

自治体と参加者間の個別予約をTimeRexで実現

マーケティング

他の企業の導入事例は下記よりご覧いただけます。
https://timerex.net/case

https://timerex.net/case/sairu
https://timerex.net/case/sairu
https://timerex.net/case/kayac
https://timerex.net/case/kayac
https://timerex.net/case


TimeRex導入企業一覧
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プラン・料金 
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フリー ベーシック プレミアム

年契約：月額利用料  / ライセンス（税抜）
　（ ）内は月契約の場合の金額

0円
（0円）

750円
（900円）

1,250円
（1,500円）

日程調整カレンダー数 無制限 無制限 無制限

Web会議連携（Zoom / Microsoft Teams / Google Meet） ● ● ●

グループ投票（3者以上での日程調整） ● ● ●

ウィジェット（Webサイトへの埋め込み） ● ● ●

チーム・ユーザー管理   ▲*1 ● ●

複数人のスケジュールを考慮した日程調整   ▲*2 ● ●

日程調整時の設問項目カスタマイズ ●

日程調整済み予定のCSV出力 ●

請求書払いは、年契約かつ月1万円（税抜）以上のご請求の場合に可能です。
各プランの詳細はプランページ（https://timerex.net/plan）にてご覧いただけます。

*1:フリープランでは、100人までチームに参加可能です。

*2:フリープランでは、3人以上のスケジュールを考慮した日程調整はご利用いただけません。

https://timerex.net/plan

