
RealRealRealRealBizNETBizNETBizNETBizNET
リアルビジネスネットワークサービス

株式会社アドパークコミュニケーションズ

Copyright (C) 2008 ADPARK Communications All rights reserved. 

～業者間流通サービス～

http://home.adpark.co.jp/

システム操作マニュアル



11．．．．．．．．RealRealRealRealRealRealRealRealBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNET とはとはとはとは？？？？とはとはとはとは？？？？

RealRealRealRealBizNETBizNETBizNETBizNETは、物元管理不動産会社様を中心に仲介不動産会社様との間にネットワークを構築するサービスです。

このネットワークをもとに「メール の一斉配信」「物件情報のリアルタイム提供」「物件資料公開」などの作業

を効率よくスピーディーに行うことができるので業務の効率化及び、空室物件の低下 などを促進します。

弊社が自信をもってお勧めするサービスの１つです。

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイム更新更新更新更新

アドパークが不動産業界に物件流通の革命を起こします！
～～～～アドパークアドパークアドパークアドパークがががが不動産会社間不動産会社間不動産会社間不動産会社間のやりのやりのやりのやり取取取取りをすべてりをすべてりをすべてりをすべてシステムシステムシステムシステム化化化化するするするする。。。。まったくまったくまったくまったく新新新新しくしくしくしく斬新斬新斬新斬新ななななASP サービスサービスサービスサービスですですですです。。。。



22．．．．．．．． RealRealRealRealRealRealRealRealBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNET ３３３３つのつのつのつのメリットメリットメリットメリット３３３３つのつのつのつのメリットメリットメリットメリット！！！！！！！！

物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様ののののメリットメリットメリットメリット 仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様ののののメリットメリットメリットメリット

客付客付客付客付けしたいけしたいけしたいけしたい物件物件物件物件をををを積極的積極的積極的積極的ににににアピールアピールアピールアピール

仲介不動産会社様に対して、物件を公開するだけで

なく、客付けしたい物件を一斉にメール配信すること

ができます。これまで物件情報を公開するだけでし

たが、RealBizNETでは客付けしたい物件を積極的

にアピールすることができるようになります。

さらに、物件情報をPDFとして自動生成し配信メール
に添付することが可能です。

新着情報新着情報新着情報新着情報ややややオススメオススメオススメオススメ情報情報情報情報ををををメールメールメールメールでおでおでおでお知知知知らせらせらせらせ

RealBizNETを使って物件情報を常にチェックして

いなくても、メールに配信されてくる新しい情報や

オススメ情報をチェックすることで、新しい鮮度の高い

情報を得ることができます。

ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリック操作操作操作操作でででで手間手間手間手間やややや経費経費経費経費をををを削減削減削減削減

今までは問合せがある度に FAX を送っていた物件

情報を RealBizNETを利用すると、ワンクリックで

配信・公開できるので、FAX 送信の手間や経費を

大幅に削減することができます。

ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリック操作操作操作操作でででで物件確認物件確認物件確認物件確認のののの時間時間時間時間やややや経費経費経費経費をををを削減削減削減削減

今までは、物件の情報や空状況などをいちいち物元

不動産会社様の問合せいたのが、ワンクリックで物

件情報の閲覧・ダウンロードができるので、FAX 受信

物件確認までの時間を短縮でき、ペーパーレスを実

現する事で経費を大幅に削減できます。

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムなななな更新更新更新更新でででで情報情報情報情報のののの一元管理化一元管理化一元管理化一元管理化

物件入力システム（弊社システム）を管理するだけで、
公開している全仲介不動産会社様に対してリアルタ
イムに更新ができるため、大幅に管理時間を短縮で
きます。

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムなななな空室状況空室状況空室状況空室状況をををを検索閲覧検索閲覧検索閲覧検索閲覧

客付け物件の空室状況を問合せると実はもう埋ま

っていた・・・というのはよくあるケースですが、オンラ

インの特性を生かしたRealBizNETではこういった

状況をできるだけ防ぐようなシステムをとっています。

物元不動産様が公開・部屋止を簡単に変更できる

システムを採用することで、リアルタイムを促進してい
ます。



33．．．．．．．． RealRealRealRealRealRealRealRealBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNETBizNET 機能機能機能機能のののの紹介紹介紹介紹介機能機能機能機能のののの紹介紹介紹介紹介
トップページトップページトップページトップページ

ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーション

ここから各機能へアクセスできます。

おおおお知知知知らせらせらせらせ

会員向けのお知らせを表示

メニューメニューメニューメニュー

物件の公開依頼、申請確認があった

際に件数がされます。

最近配信最近配信最近配信最近配信したしたしたした物件物件物件物件

会員様が最近配信した３件の物件を

カテゴリごとに表示します。

・賃貸居住用

・賃貸事業用

・売買マンション

・売買戸建

ここで配信漏れがないかチェックする事
ができます。

新着物件紹介新着物件紹介新着物件紹介新着物件紹介

会員様に公開される新着３件の物件を

カテゴリごとに表示します。

・賃貸居住用

・賃貸事業用

・売買マンション

・売買戸建

ここで配信漏れがないかチェックする事
ができます。



ナビゲーションナビゲーションナビゲーションナビゲーションとととと各機能各機能各機能各機能

▼▼▼▼自社物件自社物件自社物件自社物件 －－－－ 配信配信配信配信

▼▼▼▼My不動産登録不動産登録不動産登録不動産登録

▼▼▼▼My不動産承認不動産承認不動産承認不動産承認

▼▼▼▼検索検索検索検索

▼▼▼▼申請申請申請申請

▼▼▼▼申請取消申請取消申請取消申請取消

▼▼▼▼申請確認申請確認申請確認申請確認

仲介会社に対して、客付けしたい物件を一斉に
メール配信できます。（先に仲介不動産会社様を
My不動産登録する必要があります。）

物元管理不動産会社様が公開した情報をリアル
タイムに検索・閲覧することが可能です。また、検
索するだけではなく、客付け可物件一覧、物件詳
細データなどをPDF形式にてダウンロードすること
ができます。

物件を公開して欲しい物元管理不動産会社様に
閲覧の申請（My不動産登録の申請）をすることが
できます。

閲覧の申請を取り消すことができます。

閲覧の申請が承認されたかどうかを確認すること
ができます。

客付け依頼したい仲介不動産会社様をMy不動
産登録することができます。My不動産に登録した

仲介不動産会社様に、オンラインでリアルタイム
に物件公開（客付け依頼）することができます。ま
た、一斉メール配信することも可能です。

仲介不動産会社様が物件公開して欲しい（My不

動産に登録して欲しい）と依頼して来た場合に、
承認・否認の処理を行うことができます。

トップページはもちろん、各機能ページの上部にいつも表示されているナビゲーション。ここをクリックすることで
各機能にクイックアクセスすることができます。

▼▼▼▼自社物件自社物件自社物件自社物件 －－－－ 公開設定公開設定公開設定公開設定

自社物件の公開対象を設定することが出来ます。
（全RBN会員に公開 or My不動産登録した会社のみ公開）



おすすめおすすめおすすめおすすめ物件物件物件物件

配信する物件の中で3件だけ、おすすめ物件として配信することができます。おすすめ

に指定すると、メール配信の際に「オススメ新着物件」として、トップに表示されます。

条件条件条件条件をををを変変変変えてえてえてえて再検索再検索再検索再検索

マッチする物件が多すぎた場合など、「条件を変えて再検索」で検索し直すことができ
ます。

一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての物件をチェックしたい場合には、「このページの全てチェック」または「全ページ
の全てチェック」で、一括チェックができます。

ソートソートソートソート機能機能機能機能

リストになった物件を簡単に並び替えることができます。「配信状態」、「問合せ番号」、
「物件種別」、「物件名称」、「価格」、「住所」、「交通」、「現況」で並び替えが可能です。
初期の状態では「配信状態」になっています。

STEP1 配信配信配信配信するするするする物件物件物件物件をををを検索検索検索検索しますしますしますします

STEP2 配信配信配信配信するするするする物件物件物件物件ををををリストリストリストリストからからからから選択選択選択選択しますしますしますします

配信配信配信配信するするするする物件物件物件物件をををを検索検索検索検索しますしますしますします

登録している自社物件の中から、配信したい物件を検索します。物件種別やエ
リアはもちろん、物件名称などからも検索することができます。

指定したい条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリックします。物件数が少
ない場合には、何も指定せずに「検索する」ボタンをクリックしてもOKです。登録

している全ての物件が表示されます。

配信配信配信配信するするするする物件物件物件物件ををををリストリストリストリストからからからから選択選択選択選択しますしますしますします

STEP1で指定した条件にマッチする物件がリストとして表示されます。

この中から配信したい物件だけ配信することができます。配信したい物件にチェックを入
れて、「次へ」ボタンをクリックします。

登録している自社物件の中から、客付けしたい物件を仲介不動産会社様宛に一斉にメール配信できます。



一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全てのMy不動産をチェックしたい場合には、「このページの全てチェック」

または「全ページの全てチェック」で、一括チェックができます。

STEP3 配信配信配信配信するするするするMy不動産不動産不動産不動産をををを検索検索検索検索しますしますしますします
配信配信配信配信するするするするMy不動産不動産不動産不動産をををを検索検索検索検索しますしますしますします

STEP2で選択した物件（上）と、登録しているMy不動産の検索条件（下）

が表示されます。

登録しているMy不動産の中から、配信したい会社を検索します。

取扱物件種別やエリアはもちろん、キーワードなどからも検索すること
ができます。
指定したい条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリックします。

STEP4 配信配信配信配信するするするするMy不動産不動産不動産不動産をををを選択選択選択選択しますしますしますします

配信配信配信配信するするするするMy不動産不動産不動産不動産をををを選択選択選択選択しますしますしますします

STEP3で指定した条件にマッチするMy不動産の一覧が表示されます。
物件配信したいMy不動産（仲介不動産会社様）だけを選択して物件配

信することができます。



配信配信配信配信メールメールメールメール一覧一覧一覧一覧URL添付添付添付添付
配信されたメールには、テキスト情報のほか、一覧のURLが記載され

ワンクリックで配信された情報に仲介会社様はアクセスできるように

なっております。

物件物件物件物件PDF自動生成機能自動生成機能自動生成機能自動生成機能
選択した物件数が１件の場合は「物件詳細PDF」が自動生成されます。
選択した物件数が複数権の場合は「一覧PDF」が自動生成されます。

STEP5 コメントコメントコメントコメント、、、、添付添付添付添付ファイルファイルファイルファイルをををを設定設定設定設定しますしますしますします
コメントコメントコメントコメント、、、、添付添付添付添付ファイルファイルファイルファイルをををを設定設定設定設定しますしますしますします

STEP4で選択したMy不動産へ送る、角200文字までのコメントを設定す

ることができます。

また、STEP2で選択した物件情報をPDFとして自動生成し メールに添付

する事が可能です。

自社で独自作成したファイルも添付する事が出来ます。
その場合は「参照」ボタンよりファイルを選択してください。
ファイルサイズが300Kbyte以下であれば添付可能です。

設定が全て完了後、「配信する」ボタンをクリックしてください。

STEP6 完了完了完了完了

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択した物件情
報が選択したMy不動産にメール配信されました。



STEP1 公開対象設定公開対象設定公開対象設定公開対象設定するするするする物件物件物件物件をををを検索検索検索検索しますしますしますします
公開対照設定公開対照設定公開対照設定公開対照設定するするするする物件物件物件物件をををを検索検索検索検索しますしますしますします

登録している自社物件の中から、公開対象設定したい物件を検索しま
す。物件種別やエリアはもちろん、物件名称などからも検索することが
できます。

指定したい条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリックします。物件
数が少ない場合には、何も指定せずに「検索する」ボタンをクリックして
もOKです。登録している全ての物件が表示されます。

STEP2 公開対象公開対象公開対象公開対象のののの設定設定設定設定をををを行行行行いますいますいますいます
公開対象公開対象公開対象公開対象のののの設定設定設定設定をををを行行行行いますいますいますいます

自社物件の公開対象の設定を行います。
物件それぞれに対して公開対象を設定してください。

『未設定』物件の一括更新設定を指定すると、未設定が
選ばれている物件の一括更新が可能です。

設定が完了後、「登録する」ボタンをクリックしてください。

公開対象公開対象公開対象公開対象のののの設定設定設定設定
新規で登録した物件は「未設定」となっています。
「未設定」の物件は全体へ公開もMy不動産公開も行われません。

新規登録をした物件は公開設定を必ず行ってください。

登録した物件で公開設定が「未設定」の物件を確認するには
検索条件「公開対象 」の「未設定 」にチェックを入れた状態で

検索を行ってください。



STEP3 変更内容変更内容変更内容変更内容のののの確認確認確認確認
変更内容変更内容変更内容変更内容をををを確認確認確認確認

STEP2で変更したデータだけがリストとして表示されるので、変更内容を

確認します。

左端の項目「変更後 」を確認して問題なければ、「登録する」ボタンをク

リックします。

STEP4 完了完了完了完了

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択した物件情
報が選択したMy不動産にメール配信されました。



STEP1 案内物件選択案内物件選択案内物件選択案内物件選択
案内案内案内案内したいしたいしたいしたい物件物件物件物件をををを選択選択選択選択するするするする

DMに載せる物件を検索して、選択する。

STEP2 コメントコメントコメントコメント等記入等記入等記入等記入
コメントコメントコメントコメントなどをなどをなどをなどを記入記入記入記入するするするする。。。。

DMの中に入れたい文章などを記載します。

DM作成機能とは・・・ 自社がもつ物件情報を閲覧してもらうためのPDFを作成する機能になります。このDMを取引の

ある仲介会社様等にFAXして案内することで自社の物件情報だけを仲介会社様に閲覧して頂く事ができます。



STEP3 DMををををPDFでででで作成作成作成作成するするするする。。。。
DMををををPDF形式形式形式形式でででで作成作成作成作成するするするする。。。。

「印刷用PDFを表示」を押下し、PDF出力する。

STEP4 PDFイメージイメージイメージイメージ

閲覧IDとは・・・

物元会社様ごとにユーザIDとは別に一意にもつIDで

このIDを利用して仲介会社様は物元会社様の物件を

閲覧できるようになります。この閲覧IDを利用して

仲介会社様に利用して頂く方法は次の「ゲストログイン」

機能にてくわしく説明いたします！



表示されたログイン画面の下のオレンジ色のログイン

画面に物元会社様で発行した「「「「閲覧閲覧閲覧閲覧ID」」」」を入力します。

この閲覧IDを入力しますとその対象の物元会社様一覧

に遷移します。

STEP1 ログインログインログインログイン画面画面画面画面までまでまでまで誘導誘導誘導誘導

どの検索エンジンでもいいので「リアルビズネット」で

検索をし、一番上に表示されるリンクをクリックします。

※左の例の場合 Googleにて検索

STEP2 ゲストログインゲストログインゲストログインゲストログインからからからからログインログインログインログイン

表示されたページのゲストログインボタンをクリック

します。

ログイン画面

物元会社様物件一覧

物元会社様の情報が表示されます。



現在現在現在現在ののののMy不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報

現在登録しているMy不動産の件数や、閲覧申請をし
てきていて承認待ちの会社数、My不動産の登録上限
数などが表示されています。My不動産の追加登録す

るときにはここをチェックすると便利です。

RealBizNETは物元管理不動産会社様と仲介不動産会社様が相互につながりあい、
有益なネットワークを築いていくことを目的としています。My不動産という考え方はつ

まり、物元管理不動産会社様が中心となりそれに紐づく仲介不動産会社様のネット
ワークを自らの手で作成するという考えのもとに成り立っています。
物元管理不動産会社様は仲介不動産会社様をMy不動産に入れる事でネットワークを
形成し、そのネットワークの中で配信や物件情報の公開行います。

客付け依頼したい仲介不動産会社様をMy不動産として登録することができます。また、My不
動産の登録解除をすることも可能です。

STEP1 仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様をををを検索検索検索検索するするするする

仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様仲介不動産会社様をををを検索検索検索検索するするするする

仲介不動産会社様を検索します。取扱物件種別やエリア
はもちろん、キーワードなどからも検索することができます。
指定したい条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリック
します。



登録後登録後登録後登録後ののののMy不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報

表示されている会社をMy不動産として登録した場合
の情報が表示されます。My不動産の登録上限数に

気を付けながら登録をすすめます。

一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての会社をチェックしたい（全ての会社をMy不動産

に登録した状態にしておきたい）場合には、「このペー
ジの全てチェック」または「全ページの全てチェック」で、
一括チェックができます。

STEP2 My不動産不動産不動産不動産にににに登録登録登録登録/登録解除登録解除登録解除登録解除したいしたいしたいしたい会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

My不動産不動産不動産不動産にににに登録登録登録登録/登録解除登録解除登録解除登録解除したいしたいしたいしたい会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

STEP1で指定した条件にマッチする仲介不動産会社様
がリストとして表示されます。この中からMy不動産に登
録したい会社だけをピックアップして登録、またはMy不

動産を解除したい会社だけピックアップして解除すること
ができます。

パターン1：登録する場合
まだMy不動産として登録されていない会社は、リストの
左から二番目の項目「現在の状態」が「-」と表示されて
おり、左端のチェックボックスにはチェックが入っていな

い状態になっています。この中から登録したい会社を選
んでチェックを入れ、「登録する」ボタンをクリックします。

パターン2：登録解除する場合
既にMy不動産として登録されている会社は、リストの左

から二番目の項目「現在の状態」が「登録済み」と表示さ
れており、左端のチェックボックスにはチェッ クが入って

いる状態になっています。この中から登録解除したい会
社を選んでチェックをはずし、「登録する」ボタンをクリック
します。



登録後登録後登録後登録後ののののMy不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報

表示されている会社をMy不動産として登録した場合の
情報が表示されます。My不動産の登録上限数に気を

付けながら登録をすすめます。

STEP3 変更内容変更内容変更内容変更内容をををを確認確認確認確認

STEP4 完了完了完了完了

変更内容変更内容変更内容変更内容をををを確認確認確認確認

STEP2で変更したデータだけがリストとして表示されるので、

変更内容を確認します。

左端の項目「変更内容」を確認して問題なければ、「登録す
る」ボタンをクリックします。

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択した
会社がMy不動産として登録/登録解除されました。



現在現在現在現在ののののMy不動産情報不動産情報不動産情報不動産情報

現在登録しているMy不動産の件数や、閲覧申請をしてき
ていて承認待ちの会社数、My不動産の登録上限数など
が表示されています。My不動産の登録上限数に気を付

けながら承認・否認を行います。

一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての会社をチェックしたい場合には、「このページの全
てチェック」または「全ページの全てチェック」で、一括
チェックができます。

仲介不動産会社様が物件公開して欲しい（My不動産に登録して欲しい）と依頼して来た場合に、承認・
否認の処理を行うことができます。

STEP1 承認待承認待承認待承認待ちちちちリストリストリストリストからからからから承認承認承認承認・・・・否認否認否認否認するするするする会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

STEP2 完了完了完了完了

承認待承認待承認待承認待ちちちちリストリストリストリストからからからから承認承認承認承認・・・・否認否認否認否認するするするする会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

My不動産の承認待ちの仲介不動産会社様リストが表示さ
れます。これらの会社を承認する（My不動産として登録す
る）か、否認する（My不動産として登録しない）かを決めるこ

とができます。

パターン1：承認する場合

リストの中から承認する会社だけにチェックをつけ、「承認」
ボタンをクリックします。また、全角200文字以内のメッセージ

を一緒に送信することもできます。

パターン2：否認する場合

リストの中から否認する会社だけにチェックをつけ、「否認」
ボタンをクリックします。また、全角200文字以内のメッセージ

を一緒に送信することもできます。

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択した会
社がMy不動産として承認・否認されました。仲介不動産

会社様側の申請確認画面で「確認」ボタンが押されると正
式にMy不動産登録/解除されます。



ホームアドパークホームアドパークホームアドパークホームアドパークでもおなじみのこだわりでもおなじみのこだわりでもおなじみのこだわりでもおなじみのこだわり条件条件条件条件

「角部屋」、や「ペット可」、「オートロック」など、ホームアド
パークでもご好評頂いているこだわり条件を採用。よりき
め細かい条件を設定して物件を検索することができます。

物元管理不動産会社様が公開した情報を検索・閲覧することが可能です。このシステムは物
元管理不動産会社様の物件登録システムと連動しているため、更新した最新の内容が常に反
映されるようになっており、鮮度の高い情報を得ることができます。また、検索するだけではなく、
客付け可物件一覧、物件詳細データなどをPDF形式にてダウンロードすることができます。
※物元管理不動産会社様の情報を検索するには、物元管理不動産会社様に閲覧設定（My不
動産登録）されている必要があります。

STEP1 検索条件検索条件検索条件検索条件をををを入力入力入力入力しますしますしますします

検索条件検索条件検索条件検索条件をををを入力入力入力入力しますしますしますします

物件をお探しのエリアや賃料、築年数、その他こだわり条件な
どを指定して物件検索することが可能です。

条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリックします。



条件条件条件条件をををを変変変変えてえてえてえて再検索再検索再検索再検索

マッチする物件が少なすぎたり多すぎたりした場合、
「条件を変えて再検索」で検索し直すことができます。

ソートソートソートソート機能機能機能機能

リストになった物件を簡単に並び替えることができま
す。「客付依頼年月日」、「更新掲載日」、「会社名」
で並び替えが可能です。初期の状態では「客付依頼
年月日」になっています。

一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての物件をチェックしたい場合には、「このページ
の全てチェック」または「全ページの全てチェック」で、
一括チェックができます。

STEP2 物件一覧物件一覧物件一覧物件一覧 物件一覧物件一覧物件一覧物件一覧

STEP1で指定した条件にマッチする物件の物元会社名、

物件名称、所在地、賃料などが一覧表示されます。一
覧の内容を印刷用PDFに表示したり、指定した物件
データをCSV形式でダウンロードすることも可能です。

物件の詳細を確認したい場合は、それぞれの物件につ
いている「詳細表示」ボタンをクリックします。

印刷用印刷用印刷用印刷用PDF表示表示表示表示

一覧の内容を印刷用PDFとして表示することができ

ます。今まで物元管理不動産会社様から個別にも
らっていたFAXなどが必要なくなり、手間や経費を
削減することができます。しかも、FAXよりも情報
の鮮度が高く、複数社の物件情報（複数社のMy不

動産に登録された場合）をまるごと一覧として出力
できるのもメリットです。

一覧から印刷用PDF表示したい物件にチェックを入
れ、「選択した物件のデータを印刷用PDF表示」ボ

タンをクリックします。



STEP3 物件詳細物件詳細物件詳細物件詳細

物件詳細物件詳細物件詳細物件詳細

STEP2で「詳細表示」ボタンをクリックした物件の物件詳細が表

示され、物件の詳しい内容を確認することができます。この画面
も一覧画面と同様に印刷用PDF表示したり、CSV形式でダウン
ロードすることがでます。更に印刷用PDF表示は「仲介会社」用

表示と「物元会社」用表示のどちらかを選択することができます。

印刷用印刷用印刷用印刷用PDF表示表示表示表示

物件の詳細を印刷用PDFとして表示することができます。今ま
で物元管理不動産会社様からFAXなどで取り寄せていた内容
をワンクリックで可能なので、大幅に時間を短縮することができ
ます。また、PDFという電子ファイルなので、顧客とeメールでや

りとりする場合にも添付することができるのでたいへん便利で
す。また、PDFデータは、「仲介会社」用と「物元会社」用のどち

らかを選択することができ、用途に合わせて使い分けられます。

>仲介会社用仲介会社用仲介会社用仲介会社用

「取扱い」や「問合せ先」に物件検索をしている貴社の名前が入
ります。また、報奨金や広告転載など、一般顧客には見られた
くない情報は表示されませんので、顧客に渡す資料にしたり、
店内のPOPとして利用することができます。

「この物件のデータを仲介会社印刷用PDF表示」ボタンをクリッ

クします。

>物元会社用物元会社用物元会社用物元会社用

「取扱い」や「問合せ先」に物元管理不動産会社様の名前が入
ります。また、報奨金や広告転載などの情報が表示されます。
社内の管理台帳などに利用すると便利です。

「この物件のデータを物元会社印刷用PDF表示」ボタンをクリッ

クします。



一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての物件をチェックしたい場合には、「このページの全て
チェック」または「全ページの全てチェック」で、一括チェック
ができます。

STEP4 物件物件物件物件データダウンロードデータダウンロードデータダウンロードデータダウンロード

物件一覧物件一覧物件一覧物件一覧データダウンロードデータダウンロードデータダウンロードデータダウンロード

一覧の内容をCSV形式でもダウンロードが可能です。ダウン

ロードしたデータは不動産広告発信システム（弊社ソフト）に
直接取り込むことができます。客付依頼物件が広告転載可
の場合、この機能を使うとカンタンに「HOME ADPARK」（弊

社物件検索サイト）に掲載することができます。

一覧からダウンロードする物件にチェックを入れ、「選択した
物件のデータをダウンロード」ボタンをクリックします。

物件詳細物件詳細物件詳細物件詳細データダウンロードデータダウンロードデータダウンロードデータダウンロード

表示されている物件情報をCSV形式でもダウンロード

が可能です。ダウンロードしたデータは不動産広告発
信システム（弊社ソフト）に直接取り込むことができます。
客付依頼物件が広告転載可の場合、この機能を使うと
カンタンに「HOME ADPARK」（弊社物件検索サイト）

に掲載することができます。

「この物件のデータをダウンロード」ボタンをクリックしま
す。



条件条件条件条件をををを変変変変えてえてえてえて再検索再検索再検索再検索

マッチする会社が多すぎる場合や少なすぎる場合は、「条
件を変えて再検索」で検索し直すことができます。

一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての会社をチェックしたい場合には、「このページの全
てチェック」または「全ページの全てチェック」で、一括
チェックができます。

物件の閲覧をするには、物元管理不動産会社様にMy不動産登録（閲覧設定）してもらう必要が

あります。それでは、仲介不動産会社様からは何のアプローチもできないかというと、そうではあ
りません。物件を閲覧できるように （My不動産に登録してもえるように）申請することができます。

物元管理不動産会社様で申請を承認してもらったあと申請確認すると、物件の閲覧が可能にな
ります。

STEP1 物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを検索検索検索検索するするするする

物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを検索検索検索検索するするするする

物元管理不動産会社様を検索します。取扱物件種別やエリアは
もちろん、キーワードなどからも検索することができます。

指定したい条件を入力したら、「検索する」ボタンをクリックします。

STEP2 閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請するするするする物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを選択選択選択選択

閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請するするするする物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを選択選択選択選択

STEP1で指定した条件にマッチする物元管理不動産会社様

がリストとして表示されます。この中から閲覧申請したい会
社だけを選んで申請することができます。

申請したい会社にチェックを入れて、「次へ」ボタンをクリック
します。



STEP3 閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請するするするする物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを確認確認確認確認

閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請するするするする物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様物元管理不動産会社様をををを確認確認確認確認

STEP2で選択した物元管理不動産会社様がリストとして

表示されます。内容に間違いがないかをチェックします。

内容がOKであれば、「申請する」ボタンをクリックします。
また、全角200文字以内のメッセージを一緒に送信する

こともできます。

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択した
会社への閲覧申請ができました。申請が承認された
かどうかの結果は、申請確認でチェックすることがで
き、そこで確認すると閲覧が可能になります。

STEP4 完了完了完了完了



一括一括一括一括チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能

全ての会社をチェックしたい場合には、「このペー
ジの全てチェック」または「全ページの全てチェッ
ク」で、一括チェックができます。

物元管理不動産会社様に誤って申請を行った場合や、申請してもずっと承認/否認の回答が
ない時などに閲覧申請を取り消すことができます。

STEP1 申請取消申請取消申請取消申請取消したいしたいしたいしたい会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

STEP2 完了完了完了完了

申請取消申請取消申請取消申請取消したいしたいしたいしたい会社会社会社会社をををを選択選択選択選択

閲覧申請をしている物元管理不動産会社様が一覧で
表示されます。ここから取消したい会社だけを選択し
て申請取消することができます。

申請取消したい会社を選択し、「取り消す」ボタンをク
リックします。

完了完了完了完了

左のような画面が出たら、処理は完了です。選択し
た会社への閲覧申請は取り消されました。



閲覧申請した物元管理不動産会社様から承認されたかどうかを確認することができます。承認さ
れていた場合には、ここでの確認処理をすることで、正式にMy不動産として登録されます。

STEP1 閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請しているしているしているしている会社会社会社会社リストリストリストリストをををを確認確認確認確認するするするする

STEP2 完了完了完了完了

閲覧申請閲覧申請閲覧申請閲覧申請しているしているしているしている会社会社会社会社リストリストリストリストをををを確認確認確認確認するするするする

閲覧申請している物元管理不動産会社様リストが表示され
ます。承認か否認かの結果とともに、物元不動産会社から
のコメントも併せて確認することができます。承認されてい

る会社に対して、ここでの確認の処理を行って初めて物件
が公開されます。（公開されるまでに若干のタイムラグがあ
る場合があります。）

結果を確認したら、「確認」ボタンをクリックします。

配信配信配信配信するするするする物件物件物件物件ををををリストリストリストリストからからからから選択選択選択選択しますしますしますします

左のような画面が出たら、処理は完了です。



物件検索、自社物件にて出力できるPDFの出力を選択することができます。

出力できるテンプレートは１００種類以上のテンプレートから選択することが可能です。

STEP1 詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定ボタンボタンボタンボタンをををを押下押下押下押下しししし設定変更設定変更設定変更設定変更ボタンクリックボタンクリックボタンクリックボタンクリック。。。。

詳細設定>>PD設定の「設定変更」ボタン

を押下する。

一覧と詳細でそれぞれPDFの設定を

行うことができます。また帯情報のデータで

会社名か電話番号どちらを大きく表示するか

選択することができます。


