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Ⅰ　ユーザの立場になってマイページを体感しよう。

１）「マイページを作る」ボタンをクリック。
◎田舎暮らしと別荘ライフ（http://www.inakabukken.com/）の例

※同様のボタンが、田舎暮らし情報館（http://www.inakakurashi.jp/）、

不動産 JP（http://www.hudousan.jp/）では左のメニューにあります。

「セキュリティの警告」ウインドウが開かれ、“ページを表示してもよいか”と聞いて

きますので、「はい」のボタンをクリックして次に進みます。

いずれかを
クリック
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２）「新規登録」のページが開かれます。

３）①必要な情報を入力し、②登録ボタンをクリックすると、本

登録のご案内メールが届きます。

利用上の注意事項に目を通

し、次のステップへお進み

ください。

マイページについての概要

を知りたい方は、こちらの

ボタンもしくはリンクテキ

ストをクリックして解説を

ご覧ください。

hudousan@XXXXXX.XXX

hudousan@XXXXXX.XXX

不動産ＪＰ

①

②

誤りなく入力されていれば、本登録の

ためのメールが送信されます。

※マイページは、「田舎暮らしと別荘

ライフ」「田舎暮らし情報館」「不動

産ＪＰ」等、サイトごとにご登録い

ただくようになっています。その際、

ＩＤに用いるメールアドレスは同じ

で構いませんが、パスワードは違え

る必要があります。

………

………
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４）本登録のご案内メールに記載された「リンク」ＵＲＬにアク

セスしていただきますと、専用管理ページが開き、マイペー

ジの各機能が利用できるようになります。

ご登録いただいた

「お名前（ニック

ネーム）」が表示

されています！

新規のご登録時点で、管理ページで作業で

きることはほとんどございませんので、サ

イトのトップページへ戻ってみましょう。

下のような「ご案内メール」が届きますので、リンクテキス

トをクリックします。

「http://www.hudousan.jp/system/……」の出だしで
記述された、リンクテキストを１回クリック

専
用
管
理
ペ
�
ジ
が
開
き
ま
す
�

いずれかをクリック
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５）あなた様専用のトップページが表示されました。

不動産JP

通常のサイトＴＯＰからのログイン

Ｐ４で示した管理ページが開きます。

リンクテキストをクリック

ＩＤ（メールアドレス）、パスワー

ドを入力して、「ログイン」ボタ

ンをクリック
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６）では、お客さんの気持ちになって物件探しに出発！

①まずは、トップページに掲

載された新着物件や注目物

件が目を引きますね。気に

なる物件の写真か、その下

の「詳細を見る」ボタンを

クリックしてみてください。

いずれかをクリック

②物件情報詳細ページが開く

ので、右上もしくは右下の

「お気に入りに追加」ボタン

をクリックしてください。

①

②

③

③気になる物件が、あなたのマイ

ページに保存されました。
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④

④トップページへ戻って、

今度は物件を検索して

みましょう。

⑤「田舎暮らしと別荘の住宅、

ペンション等オーナーチェ

ンジ」の物件を探してみる

ことにします。
⑤

⑥

⑥検索条件を設定するページが開きます

ので、簡易検索も詳細検索も、いろい

ろと条件を変えて、物件を絞り込んで

みましょう。

⑦「この条件で検索する」ボタンをクリッ

クすると、結果の一覧ページが開かれ

ます。

⑦

⑦
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７）検索結果の一覧が表示されました。

①

②

②

①物件写真、物件タイトル（リンクテ

キスト）、[ 詳細を見る ] ボタンの

いずれかをクリックすると、物件

詳細情報のページが開き、Ｐ６に示

した要領で、お気に入り物件をマ

イページに登録できます。

②検索をやり直したい場合は、これら

３つのボタンのいずれかをクリック

すると、Ｐ７に示した条件の設定ペー

ジに戻ります。県名、価格帯の選

択項目や、チェックを入れた項目は

残っているので、さらに条件を追加

したり、減らしたりが容易にできま

す。（検索条件をクリアすることも

できます）

いずれかをクリック

いずれかをクリック

検索結果に表れたほ

かの物件も「お気に

入り」に加えるとき

は、[ 元の検索結果

へ戻る ] ボタンをク

リック。

検索結果一覧に戻ると、マーク表

示により、お気に入りに登録した

物件がひと目で分かります。

お気に入り登録をして

完了画面が開きました。

これまでの登録物件を確認したい

ときは、右端の「お気に入り一覧

を見る」ボタンをクリックします。

（一覧ページの説明はＰ 11参照）
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③

③いろいろ試して探し当てた物件情

報もそうですが、このような検

索結果を導いた条件設定を残し

ておけたら、後々便利ですよね。

　そんな、マイページユーザーなら

ではのうれしい機能が「お気に

入り検索条件登録」。２つあるボ

タンのいずれかをクリックする

と、登録されます。

　なお不動産ＰＳのマイページで

は、検索条件を計５つまで保存

できるようになっています。

いずれかをクリック

登録内容を確認したいときは、

右端の「お気に入り一覧を見る」

ボタンをクリックします。（一覧

ページの説明はＰ 13参照）
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８）お気に入りの「物件」「検索条件」をいくつか登録したら、

マイページの管理ページへ訪れてみましょう。

トップページなどでは、左の橙色の帯

の最上段に「マイページへ」のリンク

テキストがあります。

物件検索ページなどでは、右上方に「マ

イページへ」のリンクテキストがあり

ます。

いずれかをクリック

管理ページが開きます。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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Ａ
「お気に入り登録済物件一覧」ボタンをクリックすると、

下のページが開きます。

①

② ③

①物件データを個々にお気に入り登録から外す場合は、このボタンをクリックし

ます。

②たくさんの物件を登録しておいて、不必要なデータをまとめて消去するときな

どは、この「削除 □」のチエックボックスにチェックを入れて、一覧表の最

下段にある「データベースへ書き込む」ボタンをクリックすると、一斉処理が

簡単に行えます。

③Ｐ 12 ・　　の「お気に入り物件比較」の機能を利用するに当たり、比較対象

を選定するためのチェックボックスです。お気に入り登録時点では、すべての

「比較 □」のボックスにチェックが入った状態なので、対象外のチェックを外し、

一覧表の最下段にある「データベースへ書き込む」ボタンをクリックします。

Ｂ
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Ｂ
「お気に入り物件比較」ボタンをクリックすると、

下のページが開きます。

１ページに４つまで、お気

に入り物件データを表示さ

せて、項目ごとに比較検討

しやすくなっています。

ここで表示されるのは、Ｐ

11で述べたように、比較

対象として選択された＝

チェックボックスにチェッ

クが入っている＝物件デー

タに限られます。

任意の物件を、比較対象か

ら外すときは、比較表の最

下段にある「削除」ボタン

をクリック。

確認の別窓が開き、「ＯＫ」

ボタンをクリックすると、

更新された比較ページが表

示されます。（※お気に入

り登録から抹消されるので

はありません）
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Ｃ
「お気に入り検索条件一覧」ボタンをクリックすると、

下のページが開きます。

①最初の段階では、登録日時が「検索条件名」として表示されています。

②条件名を分かりやすく区別するために、この欄に新しい名称を打ち込んで、付け替えることが

できます。→②’の記述例を参考にしてください。テキストを入力したら、最下段の「データベー

スへ書き込む」ボタンをクリックすると、下記のように反映されます。

③「この条件で検索する」ボタンをクリックすると、Ｐ８～９に示した検索結果一覧ページが表示

されます。

④不必要な検索条件を消去するときは、「削除 □」のチエックボックスにチェックを入れて、一

覧表の最下段にある「データベースへ書き込む」ボタンをクリックします。

① ② ③ ④

②’
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Ｄ
「お知らせ機能更新」ボタンをクリックすると、

下のページが開きます。

①

②

①登録した「お気に入り検索条件」に合致する物件データのタイトルが、一覧表示されていますね。

新たに、この条件に合致する物件がサイトに掲載されたときには、自動的にリストが更新され

ます。メールによる通知も併せ、不動産業者様の物件掲載と連動して、ユーザーさんが欲しがっ

ている情報をいち早くお届けしようというサービスが、マイページの「お知らせ機能」です。

②「お知らせ機能」の内容を選ぶプルダウンメニューは、マイページの新規登録時にも選択でき

たのを覚えていらっしゃいますか？　うっかり見過ごしてしまっていた方も、こちらのページ

で選び直すことができます。「設定更新」のボタンをクリックすれば、作業完了です。
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Ⅱ　営業に役立つ便利な機能を使いこなそう。

１）不動産業者様のページ（ログイン用画面）

   

＜あ＞専用パスワードは覚えやすく変更しましょう。
　業者様の登録時にお渡ししている専用のパスワードは、コンピューターが自動的に

割り当てたもので、英小文字・大文字、半角数字が混在した複雑な暗号になっています。

　「次回から入力を省略」（チェックボックス）が機能【※Ａ】していれば、面倒なの

は最初のログイン（＝入室）時だけだと思いがちですが、パソコンを買い換えたり、

ＯＳ（オペレーティングシステム）を新しくしたときなどには再度、手入力を求められ、

往々にして難解な暗号が思い出せず、それを記したメモもどこかへやってしまい、はて、

困ったぞ…と。そんな事態に陥らないよう、忘れずに覚えておくことのできるパスワー

ドへと、早めに変更され

ることをお奨めします。

　パスワードの変更は、

管理ページにログインし

て、メインメニューの「業

者ＰＷ変更」ボタンをク

リック。右のページが開

いて、新しいパスワード

を登録できます。

＜あ＞

＜い＞
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※Ａ　お使いのインターネットエクスプローラー (　　　　) において、チェック

ボックスの「次回から入力を省略」の機能を有効にする（＝オートコンプリー

トと言います）には、あらかじめ次のような設定をしておく必要があります。

・ホームページを開いたウインドウ上部のメニューで「ツール」をクリッ

クし、プルダウンの「インターネットオプション」を選択し、クリック。

・小ウインドウが別窓で開くので、「コンテンツ」の項を選択し、「オート

コンプリート」のボタンをクリックします。

・さらに別窓で「オートコンプリートの設定」

ウインドウが開くので、水色の枠で囲んだ個

所のチェックボックスにすべてチェックを入

れて、最下段の「ＯＫ」をクリック。同ウイ

ンドウが自動的に閉じられ、設定が反映され

ます。残った「インターネットオプション」

のウインドウも、そのまま閉じてしまって構

いません。
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オートコンプリートが有効になっていれば、P15の [ 不動産業者様のページ ] におい

て「次回から入力を省略」のチェックボックスにチェックを入れ、ＩＤ（E-Mail）、パ

スワードを記入して「ログインする」ボタンをクリックしたときに、下のように確認

のための窓が開きます。

「はい」のボタンをクリックすると、業者様専用の管理ページが開きます。

次からのログイン時は、下のように未記入の画面が開かれますが慌てることはありま

せん。

ＩＤ記入欄にマウスのカーソル

を持っていき、ダブルクリック

するとプルダウンが表れて、ロ

グインに使用したメールアドレ

スが保存されています。

そのアドレスを選択して、ク

リックすると、自動的にパス

ワードが記入されるという仕組

みです。
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＜い＞ログイン用の画面で、「物件ＩＤ検索」ができるのはなぜ？

　専用の管理ページへログインしようとしたところ、ふと、目に止まった「物件ＩＤ

検索」の入力項。なぜ、こんなところに設けられているのだろう？

　疑問を抱いているところに、お客さんから電話。「あの～、サイトに掲載されていた

お宅の物件、★★★のタイトルで、××県の古民家なんですけど…」

　こんなとき、お客さんと情報を共有するために、いち早く該当する物件データにた

どり着きたいですよね。

　閲覧ユーザーと同じ道筋で自社の掲載物件を探すとなると、

　これがＩＤで物件を特定すれば、一発表示ＯＫ。トップページから時間をかけず（＝

お客さんを待たせず）に物件詳細ページにたどり着ける便利な機能が、業者様にとって

のサイトの入り口に設けられているわけです。

①「物件情報検索」の機能を用

いて地域等の条件で絞り込

み、一覧から探し当てて物件

詳細ページを開くまでの作業

で、ページをめくった回数は

計３回。

②「業者から探す」場合だと、

検索で絞り込んで登録業者一

覧からわが社のページを開き、

取扱物件一覧を経て、物件詳

細ページにたどり着くまで、

５回もページを切り替えなけ

ればなりません。

それも、正しい選択肢を探し、探し…。

①

②

１回

２回

３回

１回

２回

３回
４回

５回

P15 →
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【物件ＩＤ検索機能の使い方】

　まず前提条件として知っておいてほしいのは、「物件ＩＤ検索」を有効にするために

は、物件情報が「不動産ＪＰ」＝ http://www.hudousan.jp/ ＝のサイトに掲載されて

いる必要があるという点。技術的な説明は省きますが、物件情報の入力ページで「シ

ステム事項」の掲載サイトを選択する際に、「不動産ＪＰ」のチエックボックスにも

チェックを入れるようにしてください。

　では、「物件ＩＤ検索」を試してみましょう。手始めに、御社で掲載している物件の

詳細情報ページをどれでもいいので開いてください。[ 物件名 ] の下に、[ 物件ＩＤ ]

が記載されています。この [物件ＩＤ ]は、ご契約時に割り当てられた「業者ＩＤ」と、

通し番号（下５桁）を組み合わせたものです。

　

[ 不動産業者様のページ ] における「物件ＩＤ

検索」は、業者ＩＤと、下５桁の通し番号を別々

に入力するようになっています。

　それぞれのナンバーを正しく入力し、検索ボタンをクリックすると、ＩＤに対応し

た物件の詳細情報ページ（デザインは不動産ＪＰのサイト仕様）が開かれるはずです。

　確認したら、再び [ 不動産業者様のページ ] に戻り、Ｐ 17に示した要領で、業者Ｉ

Ｄの記入欄をクリックしてみてください。実はこの「物件ＩＤ検索」もオートコンプリー

トと連動するようになっていて（インターネットオプションが正しく設定されている

ことが前提です）、一度、業者ＩＤを覚え込ませておくと次からは、よりスムーズに自

社の掲載物件にたどり着くことができます。

ここにも忘れずに
チェックを入れる

990GAXXXXX00001

業者ＩＤ 物件の通し番号

物件ＩＤ
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２）専用管理ページ＝物件管理・一覧ページの活用法

＜あ＞「お気入登録数」はこまめにチェック !!

　このほど、不動産ＰＳにおいて導入した「マイページ」機能（活

用の手引きⅠ参照）は、実は掲載業者様にとっても非常にメリット

のあるサービスです。この欄を見ると、自社物件に対してマイペー

ジユーザーが「お気に入り物件登録」をした数（物件を掲載してい

るすべてのサイトにおけるお気に入り登録の合計）が、ひと目で分

かるようになっています。

　項目名の右下の▼（右図の赤丸で囲った個所）のボタンをクリッ

クしてみてください。登録件数の多い順に物件リストを並び替える

ことができます。

　もう一方の▲のボタンは、少ない順に並び替え。そのようにして

日々チェックしていれば、閲覧者に注目されやすい物件、されにく

い物件等、いろいろな傾向が浮かび上がってくるはず。反響の少な

い物件については見栄えのする画像に変更するとか、情報量をもっ

と増やす、あるいは売却価格やリフォームの検討といった対策を講

じる上でも、見逃せない項目と言っていいでしょう。

   

＜あ＞

＜い＞

＜う＞
＜え＞

＜え＞

登
録
件
数
が
多
い
順
に
並
び
替
え
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＜い＞紙ベースの情報提供にもひと役
　不動産ＰＳには、ご入力いただいた物件情報に基づいて、横一枚にコンパクトにま

とまったチラシを自動的に生成する機能も備わっています。インターネットに接続し

た状態で、以下の手順に従って Microsoft Excel のファイルを出力・保存し、プリン

タで印刷すれば、お客さんに配布したり店頭に掲示するなど、紙ベースによる情報発

信も効率良く行えます。

　（１）物件一覧リストの一番左の項目、「印刷」のリンクテキストをクリックすると、

下のウインドウが開きます。チラシに掲載できる画像は大２枚、小４枚の計６枚で、

このページで取捨選択できます。サブ画像として入力した間取り図を、チラシでは大

きく扱うなど工夫するとよいでしょう。ただし、「パノラマ」の位置に入力した画像は、

チラシに加えることができません。また、縦長の画像は変形して出力されるので、印

刷前に手直しが必要となることをご理解ください。

 

（２）画像の選択が完了したら、最下段の「チラシ出力」のボタンをクリック。次のよ

うなウインドウが開きます。

右のＶのボタンを

クリックすると

プルダウンが開く
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　（３）「右クリックメニューからダウンロードしてください。」のリンクテキストにカー

ソルを持っていき、マウスで右クリックすると、下のようなプルダウンメニューが表

れます。上から３番目の「対象をファイルに保存」を選択し、クリックすると、ウイ

ンドウがダブルで開いて保存場所をどこにするか、聞いてきます。

保存場所のフォルダを決め

て「保存」ボタンをクリッ

ク（ここではマイドキュメ

ント内のマイ　ピクチャを

選択）。

ダウンロードが完了し、チ

ラシの体裁をすぐに見たい

のであれば「ファイルを開

く」ボタンをクリック、保

存場所を確認する場合は

「フォルダを開く」ボタン

をクリックします。
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　（４）自動的にレイアウトされた物件のチラシが表示されました！　感激はさておき、

ここで真っ先に実行してほしいのが、印刷範囲の設定です。

・Excel のカーソルは、セルの選択時に　　　　の形状に変わりますので、赤く塗り

つぶした辺りへそれを移動させてクリックします。

「フォルダを開く」ボタンをクリック

すると、保存先に指定した「マイ ピ

クチャ」のウインドウが表示され、

Microsoft Excel ワークシートの

ファイルが格納されているのが分か

ります。

Ｐ 22 の「ファイルを開く」ボタンをクリック、もしくは上記 Excel ファイルのアイコ

ンをダブルクリックすると、下のような確認のウインドウが開くので、「はい」のボタ

ンをクリックしてください。

※この印刷機能は、インターネットを介してデータベースから文字や画像を書き出す

仕組みになっていますので、プリントを実行するときは（保存したファイルを後日、

印刷する場合も）パソコンがインターネットにつながっている必要があります。

赤塗りの辺りをクリック
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・クリックを押したまま、カーソルを左下方向へ移動させていくと選択範囲がブルー

になって広がっていきます。赤丸で囲った隅まで選択されるよう、クリックを離さ

ずにカーソルを動かしていってください。選択範囲が隅まで達したら、静かにクリッ

クしていた指をマウスボタンから離します。

・選択範囲が有効な（ブルーになっ

ている）状態で、上部メニューの

「ファイル」からマウスカーソル

でプルダウンメニューをたどり、

「印刷範囲　　」→「印刷範囲の

設定」を選択し、クリックして

いた指をマウスボタンから離しま

す。

・そうしますと、印刷範囲を選択した領域が点線で囲まれて表示されます。点線から

外側の部分は印刷されませんので、今後、チラシの文字配列やレイアウトに手を加

えるときは、点線からはみ出さないように気を付けてください。

ここから

ここまで
選択する

▼
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　（５）チラシに出力された物件情報は、おおむね下のように配置されています。が、「お

奨めポイント」などの文字量が多かったときなどは、多少、これとは異なるレイアウ

トになり、調整が必要になってきます。

①物件タイトル、ＩＤ番号　②価格　③物件の基本データ　④物件種別

⑤「物件概要」のコメント　⑥「お奨めポイント」のコメント

⑦物件画像　⑧備考、特記事項　⑨業者情報

文書、レイアウトなど調節したら、印刷実行

※ Microsoft Excel の扱いに不慣れな方や、自力でレイアウトの変更をする

のは難しいという業者様は、弊社までご相談ください。

１

８

３

２

９

６

７

５
４
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＜う＞社内で物件情報を共有する上で便利な「メモ」
　物件情報登録（編集）ページの下段にある社内用情報の A:「メモ」欄に記入された

事項は、物件一覧リストの右端のテキストボックスに表示されます。書き込みできる

字数は全角 50 字以内。B:「備忘録」とは使い分けて、お客さん対応にかかわる伝達事

項などを記載しておくのに重宝しそうです。

　

例えば…

・「メモ」欄に物件取り扱いの営業担当者名を記載しておくだけでも、お客さんか

らの問い合わせをストレートにつなぐことができますし、その担当者が不在なら、

行動予定表と照らし合わせて帰社予定時刻を伝えるなど、気の利いた対応が図れ

ます。

・商談中の物件について、優先すべき顧客の名前を記載しておけば、別の購入希望

者から問い合わせがあっても見分けが付きます。

・現地見学の連絡先や、都合の悪い曜日などをメモしておく。

などなど、

　御社ならではの使い道をいろいろと工夫して、顧客サービスに役立ててください。

＜え＞物件データの使い道を広げる「CSV 変換」
　この機能は、少し高度な知識を要しますので、詳しい説明なしにお分かりになる方が、

ご利用ください。

　csv（カンマ区切りテキスト）は、主に表計算ソフトやデータベースソフトがデータ

を保存するときに使うファイル形式で、汎用性が高く、異なる種類のアプリケーショ

ンソフト間においてもデータのやりとりが可能なことから、さまざまな情報処理の場

面で役立てられています。不動産ＰＳでは、物件一覧ページの「物件一括 UP ／ DOWN」

ボタン、もしくは「csv ダウンロードはこちら」のリンクテキストからたどって、掲載

物件のデータを引き出したり、書き換えたりすることができます。

こ
こ
に
表
示
さ
れ
る

ここに書き込むと

A

B
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３）まだまだ工夫の余地あり！ 物件情報の記入欄
　「これは、なかなかいい物件だ」と、自信を持ってサ

イトに掲載したのに、お客さんの反応は今ひとつ。わが

社の物件に目を向けてもらう方法はないものか、と思案

に暮れる業者様、悩んでいないで物件情報の入力ページ

を開いてみてください。“使える”記入欄が空白のまま

だったりしませんか？

＜あ＞タグが使える「お奨めポイント」

のコメント欄
　物件の PR 文書を書き込める不動産ＰＳのコメント欄

は、ひと味違います。２つあるうちの「お奨めポイント」

の欄については、HTML のタグ（ホームページの文書構

造や書式、文字飾りなどを指示する記述様式）が有効に

働くようになっていて、目立たせたい言葉を太字にした

り、色をつけて表示させることが可能です。

　２パターンの記述例をお教えしますので、タグの書き

方なんて、まったくわからないという方も、頑張ってチャ

レンジしてみてください。

・文字を太くしたいとき

<strong> この部分が太字になります </strong>

・文字に色をつけるとき

<span class="red"> 赤い文字になります </span>

<span class="blue"> 青い文字になります </span>

<span class="green"> 緑の文字になります </span>

※ <strong></strong><span class="red"></span> など、

文字を挟む記述式は、半角英字を用いる必要があります。

＜あ＞

＜い＞

＜う＞

ここに書き込む



- 28 -

正しく記述されていれば、最下段の「プレビュー」ボタンをクリックすると、

ご覧の通り！

　この２パターンの記述式をもっと手軽にコピー・ペーストして利用できるよう、テキスト

ファイルをダウンロードできるようにいたしました。サイトトップ→ [ 不動産業者様のペー

ジ ] →ヘルプ上段のリンクテキスト [ こちらからダウンロードできます ] の順でページを開

いていくと、[ 不動産 PS マニュアルダウンロード ] のページが表示され、本マニュアルと併

せて入手できます。
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＜い＞ご当地情報等のサイトとつなげて、購入意欲をプッシュ
　不動産ＰＳでは、[物件情報詳細 ]ページから他のホームページへアクセスするため

の“リンク”を設定できるようになっています。閲覧者を自社のサイトに誘導したり、

土地物件情報と併せて地元で建築業を営む協力会社を紹介するなど、いろいろ有意義

な使い方があると思われますが、特に近年は、ＩターンやＵターンに対する人々の関

心が高まる中、移住者に対して積極的な支援策を打ち出す自治体が増えていますし、

安心して暮らしていくための医療・福祉や生活利便施設等のエリア情報も前もって押

さえておきたいところ。

　そういったホームページも同時に閲覧できるよう工夫すれば、お客さんの物件購入

意欲も、より高められるのでは？　そして何より、お客さんの立場になって有益な情

報を提供しようとする業者様の姿勢が、マイナスのイメージでとらえられることは、

まずあり得ないでしょう。

　ということで…

　【情報リンクの入力方法】

「リンク先」　リンクを張るホームページのアドレス（ＵＲＬ）

を記述します。自治体のサイトなどはＴＯＰペー

ジにこだわる必要はなく、関連情報が具体的に

得られるページへ誘導してあげた方が、より親

切でしょう。

「リンク先テキスト」　この文面が、リンクテキストとして表

示されます。移動先のホームページタイトル、

もしくは簡潔な紹介文を載せてもよいでしょう。

「コメント」　ホームページの紹介文、推薦したいところなど

を記載します。

・記入欄は３つでワンセットです。

・[物件情報詳細 ]ページでは、下のように表示されます。
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＜う＞Ｑ＆Ａは、具体的で公正な内容を記載すべし
　コメント欄や備考欄に大量に文書を記述したのでは埋没してしまいそうな情報を、

さりげなく際立たせて分かりやすく伝えられるのが、質疑応答集。記入欄についての

説明は不用かと思われますが、書き込みのテクニックとして、過剰な宣伝文句や物件

のプラス要素ばかり連ねたり、あまりに抽象的な表現過ぎると、かえって逆効果に。

　下の２つの記載例を見比べれば、お分かりいただけますよね。実際にお客さんから

問い合わせがあったときの誠実な対応を伺わせるような、具体的でひいき目なしの情

報提供を心がけたいものです。
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Ⅲ　定期的な管理も忘れないで。

１）業者様の基本情報

＜あ＞不動産 PS にご登

録いただいた業者様の

「免許証の有効年月日」は、

その日を過ぎて変更しな

いでいると、サイトにお

ける掲載（物件情報も、

会社情報も）が自動的に

公開されなくなるので、

ご用心。

　業者様の専用管理ページにログイ

ンして、[基本情報管理 ]のページを

ご覧になってみてください。不動産

PS の利用に際してご登録いただいた

基本情報を確認することができます

が、いくつかの項目は、消費者保護

の観点からサイト運営者でなければ

変更できないようにしてあります。

　特に、免許証の情報については、

不正な取引を防ぐための最低限の措

置として、有効年月日を過ぎたらサ

イト上での情報公開を、即時、中止

するシステムになっています。です

ので、免許の更新手続きは余裕を持っ

て行っていただくとともに、更新された免許証がお手元に届き次第、忘れずに弊社もし

くは担当代理店にご一報くださいますよう、お願い申し上げます。

　なお、その際に確認のため、新しい免許証の写し（コピーもしくは、カメラ取りの画

像でもＯＫ）を、ＦＡＸや郵便、メール添付で送っていただいております。お手数をお

かけしますが、趣旨をご理解の上、なにとぞよろしくお願いいたします。また、業者様

が変更できない項目について修正の必要が発生したときも、速やかにご連絡ください。

＜あ＞

＜い＞

＜う＞

＜い＞ 11 項目については、業者様で更新できます。
　担当者名や電話番号などは必要に応じて、コメント欄は趣向を凝らし閲覧者への PR

に役立ててください。なお、基本情報の更新に際して 1 点だけ注意してほしいのは、E

メールアドレスを変更される場合。[不動産業者様のページ ]からログインするときの

ID も更新されるため、新しいアドレスを入力しないとエラーになるということをお忘

れなく。
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＜う＞画像も２点、掲載できます。
　最下段の「続けて画像登録」のボタンをクリックすると、別窓が開き、「以上のデー

タで『　更新　』し、続けて画像登録画面を表示します。よろしいですか？」と聞い

てきます。「ＯＫ」のボタンをクリックすると、下のような画面が開き、物件画像を登

録する要領で、会社の案内図やスタッフの写真などを 2枠に掲載することができます。

画像情報１の登録データは、業

者様の紹介ページの左手、画像

情報 2は右手に表示されます。

「画像情報１」に登録 「画像情報２」に登録

・入力画像が表示されるとと

もに、その右側には説明文

を記入するためのテキスト

ボックスが表れます。全角

50 字以内でコメントを書

き込んだら、もう 1 度「更

新」ボタンをクリックして

作業完了。

・最下段の「画像編集終了」

ボタンをクリックすると、

業者様の専用管理ページの

トップに戻ります。

・「参照」ボタンの左にあ

るテキストボックスに、

読み込むファイルのパ

ス（パソコン内の“住所”

を付記したファイル名）

が表示されているのを

確認し、「更新」ボタン

をクリック。

・「参照」ボタンをクリックす

ると別窓が開くので、予めパ

ソコンに保存しておいた任意

の画像ファイルを選択。「開

く」ボタンをクリック。
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２）物件情報・「次回更新予定日」の管理
　物件情報詳細ページに表示される「次回更新

予定日」。公正取引協議会の取り決めに基づいて

掲載を義務づけられた項目ではありますが、直

接、物件の評価に結びつく情報ではないため、

さほど気に止めていない業者様も中にはいらっ

しゃるかもしれません。

　けれども、これが、かなり過去の日付のまま

掲載され続けていたりすると、閲覧ユーザはど

う思うでしょう。“もう売れてしまったのに消し

忘れ？ " とか、“長らく掲載したまま放っておか

れるくらいの物件だから、魅力があまりないのだろう "“取り扱い業者が存続してない

のでは？ "などなど、いらぬ誤解や不安を与えてしまうことにもなりかねませんよね。

　サイトを運営する立場としても、適切な情報発信のため、業者様各位に対してきち

んとした掲載情報の管理をお願いしたいわけですが、そうは言っても、ネットにばか

り時間を割いていられない、という事情があることも承知いたしております。

　そこで不動産ＰＳにおいて採用したのが、物件の「次回更新予定日」を３カ月先の

日付に一括変更できる機能。公開中の物件だけでなく、非公開にしてある物件のデー

タも更新されます。作業はいたって簡単ですので、「お気に入り登録」の確認かたがた、

こちらの項目も定期チェックと更新処理（１ヶ月に１回程度）を心がけていただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

【次回更新予定日一括変更の手順】

・管理ページのトップから「物

件管理」のボタンをクリック

して、[ 物件一覧ページ ] を

開きます。メニューボタンの

一番右にある「次回更新予定

日一括変更」をクリックして

ください。

・左のページが開きますので、

赤色の文書をお読みいただい

た上で、最下段の「一括変更

開始」のボタンをクリックし

てください。

・変更が実行されると、完了を

告げるページが開きます（図

は省略）。「戻る」ボタンで、[物

件一覧ページ ]へ戻れます。


