
メンバー限定コンテンツ（業者間共有）7
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メンバー限定サイトのご案内
「ココスマメンバー限定サイト」では、一般に公開できない物件情報を業者間で共有することができます。任
意の業者を選んで「公開グループ」を作成し、そのグループ内のみに限定公開することも可能です。

不動産会社不動産会社

住宅会社住宅会社

売却査定希望者売却査定希望者

金融機関金融機関

公にできない
不動産情報

顧客からの
依頼

有効な
情報活用

査定依頼

※募集・公開は（株）JOHOが代行

準備中
メンバー限定サイト

一 般 非 公 開

あなたあなた A社A社 D社D社C社C社B社B社

みんなに公開する

1. さまざまな情報をさまざまな業態の会社と共有しよう

2. 情報の公開レベルも思うがまま。しかも簡単に設定できます

あなたあなた A社A社 D社D社C社C社B社B社

特定の人のみ公開する

・A社はB社にも同じ情報が公開されていることはわかりません（逆も同様）
・「みんなに公開」しているのか「特定の人（グループ）に公開」しているかは区別して表示されます
　従いましてA社とB社は貴重な情報としてあなたが公開した情報を受け取ります
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物件さがしの掲示板のご案内

「物件さがしの掲示板」では、お探しの物件情報を投稿して業者間で共有することができます。投稿を見た業
者は掲示板を通して投稿者と連絡を取ることができ、需要と物件が結びつく場としてご活用いただけます。

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

1. 「買いたい」「売りたい」物件を各会社がもっています

条件に見合う物件あり

B社B社A社A社

顧客の条件に合う物件を探したい

2. 掲示板で情報交換をしましょう

A社A社

○○小学校通学区で中古住宅
を探しています。価格は1,500
万円以内、築年数は問いませ
ん。近い条件の物件はありま
せんか？

B社B社

掲示板に投稿
（匿名でも可） 投稿を見る

通学区内近い条件の中古住宅が
あります。一度、詳細な資料を
ご確認いただきたく思います。

連絡をする

3. 両社が直接連絡を取り合います

A社A社 B社B社

取引の成立
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メンバー限定コンテンツの利用方法

管理ページのHOME画面にメンバー限定コンテンツのリンクや数値が表示されています。
「売りたい」「買いたい」物件情報を業者間で共有しましょう。

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

この機能は申し込み制となり、順次ご案内をしております。（2014.8現在）
ご利用できない場合はお手数ですがご連絡ください。スタッフがご説明にお伺
いします

C H E C K

クリックすると「メンバー限定サイト」が別ウィ
ンドウで開きます。閲覧できる物件数やあなたが
公開している物件数が入口ヨコに表示されます。
限定サイトの見方（P66）
限定サイトに物件を公開する（P68）

メンバー限定サイト　入口メンバー限定サイト　入口1

1

公開グループの設定や公開状態の確認ができま
す。
公開グループを作成する（P70）
公開状態を一覧で管理する（P75）

公開状態を管理公開状態を管理2

クリックすると「物件さがしの掲示板」が別ウィ
ンドウで開きます。閲覧できる投稿数やあなたが
公開している投稿数が入口ヨコに表示されます。
掲示板の見方（P78）
掲示板に投稿する（P81）

物件さがしの掲示板　入口物件さがしの掲示板　入口3

3

2
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限定サイトの見方 TOP

メンバー限定サイトを開くと、あなたが見ることのできる物件が公開範囲別にリスト表示されています。ここ
から希望の物件を探しましょう。

サイトを開いた時点では売買物件が種別混合で表
示されています。各種別で絞ったり賃貸物件に切
り替えたりするときはここをクリックしてくださ
い。

1 物件種別の切り替え

1 2 4

5

6

物件の位置ピンが設定されている物件が地図上に
まとめて表示されます。

2 地図上のポイントから探す

メンバー限定サイトに物件を公開中の業者が一覧
で表示されます。サイトを利用可能な業者の一覧
ではありませんのでご注意ください。

3 不動産会社から探す

クリックすると物件さがしの掲示板が別ウィンド
ウで開きます。
掲示板の見方（P78）
掲示板に投稿する（P81）

4 物件さがしの掲示板 入口

あなたがメンバー限定サイトに公開中の物件を全
て表示します。通常は「グループに限定公開中」
の物件を自分で見ることができないため、他社か
らどう見えているかを確認するにはここを利用し
てください。

5 自社物件を確認する

通常のココスマと違い、メンバー限定サイトは全
県をひとつのサイトで扱います。松本、安曇野な
どのエリアは検索メニューから指定してくださ
い。エリア名をクリックすると細かい選択肢の表
示・非表示が切り替わります。

6 絞込み検索

「全業者に公開」の設定で公開されている物件で
す。

8 全業者に向けて公開中の物件

誰かがあなたを含む公開グループを作成し、その
グループに向けて公開した物件です。赤いマーク
と黄色い背景が目印で、サイトを開いた時には優
先的に表示されます。

7 あなたに向けて公開中の物件

3

7

8
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限定サイトの見方 詳細ページ

限定サイトの物件詳細ページです。
重要事項を必ず確認し円滑なお取引を心がけましょう。

公開されている物件を自社で取り扱う際には必
ずこの条件を確認してください。

1 この物件をお取扱いただく際の条件

手数料区分（売買）
分かれ・なし・３％＋６万円・率のみ・金額の
み・率＋金額
（率及び金額の数値は入力がある場合に表示さ
れます）

報酬形態（賃貸）
分かれ・当方不払・当方全額負担・当方半額負
担・貸主負担折半・借主負担折半・相談・その
他
（各報酬率は自動表示されます。「その他」の
場合は任意の数値が入力されています）

取扱い会社への連絡
要
この物件をお取り扱いの際には、必ず事前に取
り扱会社へ連絡してください。
不要
連絡は必須ではありませんが、なるべくご連絡
をお願いします。

備　考
入力がある場合に表示されます。

状況にあわせてプリントアウト方法を選択でき
ます。

2 2 種類の物件資料プリントアウト

取扱い会社を表示
ページをA4縦のレイアウトで印刷します。「取
扱い会社」と「お問い合わせ先(自社の情報)」
の両方が表示されます。

取扱い会社を非表示
「取扱い会社」を表示せず、「お問い合わせ先
(自社の情報)」のみが表示された状態でページ
を印刷します。

メンバー限定サイトに公開されている物件を自
社物件として印刷することになります。「この
物件をお取り扱いいただく際の条件」をご確認
の上、取り扱いには十分にご注意ください。

1

2
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限定サイトの各種設定と物件公開

メンバー限定サイトに物件を公開するには、「公開」のチェックと合わせて、公開範囲を設定する必要があり
ます。「全業者に公開」または任意に作成した公開グループを選択してください。
公開グループを作成する（P70）

公開したい物件の登録画面を開く
事前に物件をご登録しておく必要があります。

「メンバー限定サイト」に公開のチェックを入れる

クリッククリック

チェックチェック

次ページへ
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メンバー限定サイト内での公開範囲をここで設定してください。初期設定では何も選択されていません。

各種設定と公開範囲を設定する

ページ内の「保存」ボタンをどれかクリックして設定を保存します。
「公開」のチェックと公開範囲の設定が両方行われていれば、メンバー限定サイトに公開されます。

「保存」をクリックし作業を完了する

重要な項目となります。内容をお間違えの無いようお願いいたします。
他の業者がこの物件を取り扱う際の条件を入力してください。この内容はメンバー限定サイト内にのみ表示さ
れます。

1 業者向け情報の入力

手数料区分（売買）　　　　　　　　　　　　　　　
分かれ・なし・３％＋６万円・率のみ・金額のみ・率
＋金額
（率及び金額の数値は入必要に応じて入力）

報酬形態（賃貸）　　　　　　　　　　　　　　　　
分かれ・当方不払・当方全額負担・当方半額負担・貸
主負担折半・借主負担折半・相談・その他
（各報酬率は自動表示されます。「その他」の場合は
任意の数値を入力）

1

取扱い会社への連絡　　　　　　　　　　　　　　　
他社がこの物件を取り扱う際に、取り扱い元であるあ
なたへ連絡が必要かどうかを選択します。初期設定で
は連絡不要になっているため、必要な場合は必ず設定
してください。

備　考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他必要事項があれば入力してください。

重要な項目となります。内容をお間違えの無いようお願いいたします。
物件の公開先を指定します。

2 公開範囲の設定

全業者に公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メンバー限定サイトを利用する全ての業者へ物件情報
を公開します。

グループに公開（複数選択可）　　　　　　　　　　
任意公開グループを作成し、そのグループに所属する
業者へ物件情報を公開します。
公開グループを作成する（P70）

2
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公開グループを作成する

任意の業者を選んで公開グループを作り、そのグループ内にだけ物件を公開できます。作成した公開グループ
へ物件を公開する操作については限定サイトの各種設定と物件公開（P68）を参照してください。

管理画面HOMEの「公開状態を管理」をクリック

「公開グループの新規作成」をクリック

クリッククリック

クリッククリック

次ページへ
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作成するグループ名や説明文（任意）を入力し、グループに所属させる業者を選択してください。入力した内
容やどの業者がグループに所属しているかなどの情報は、所属業者を含め他社には一切公開されません。

グループ名、所属する業者を決める

グループ名を編集グループ名を編集

別窓が開きメンバー限定サイトを利用できる業者が、正式名称や
フリガナの一部で検索できます。その後「追加」ボタンでグルー
プに追加してください。

確認メッセージが出るので「OK」をクリックすると作成したグループが保存されます。

「保存する」をクリックし作業を完了する

グループ名グループ名

グループの説明（任意）グループの説明（任意）

グループ所属業者の追加グループ所属業者の追加

クリッククリック 業者の検索（部分一致でも可）業者の検索（部分一致でも可）

クリックで追加クリックで追加

検索結果検索結果

業者が追加されました。保存をクリックするまで反映されませんのでご注意ください。
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公開グループを編集する

作成した公開グループのグループ名を変更したり、所属業者の追加や変更を行います。
グループ表示順を入れ替えることもできます。

管理画面HOMEの「公開状態を管理」をクリック

ヒ ン ト

▲▼クリックで表示順を変更できます

「公開グループの編集」をクリック

編集する公開グループ名をクリック

クリッククリック

クリッククリック

クリッククリック
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グループ名を編集グループ名を編集

グループの説明を編集グループの説明を編集

確認メッセージが出るので OK をクリックすると修正内容が保存されます。

「保存する」をクリックし作業を完了する

業者をこのグループから外す場合は「グループから外
す」にチェックを入れてください。保存時に反映され
ます。

必要な内容を編集します。業者の追加方法については公開グループを作成する （P70）を参照してください。

登録内容を編集する
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公開グループを削除する

成した公開グループを削除します。
削除したグループに公開していた物件は非公開になりますのでご注意ください。

管理画面HOMEの「公開状態を管理」をクリック

クリッククリック

「公開グループの編集」をクリック

クリッククリック

削除したいグループの「削除」にチェックを入れ「チェックしたグループを削除」をクリック

チェックチェック

クリッククリック

確認メッセージが出るのでOKをクリックするとグループが削除されます。

「OK」をクリックし作業を完了する

74



管理画面HOMEの「公開状態を管理」をクリック

クリッククリック

公開状態を一覧で確認、管理する

メンバー限定サイトに「公開」のチェックを入れた物件は、グループ管理画面に一覧表示されます。物件を公
開している範囲と業者向け情報に入力した内容を確認、設定することができます。

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

「メンバー限定サイト」が「公開」になっている物件がこの一覧に
表示されます。しかし、公開範囲が未設定ですと公開されません。
ご注意ください。
検索条件の公開グループ欄で「公開グループ未指定」を選ぶことで
該当物件を確認できます。

CHECK

物件を条件で絞り込んだり、任意
の順に並び替えることができま
す。初期設定では全ての物件種別
が所在地順に並んでいます。

検索機能検索機能1

1

3

2

「○○に公開中」と赤い文字で表
示されているグループへ現在物件
が公開されています。チェックを
変更したら必ず「保存する」をク
リックし、変更内容を確定してく
ださい。
保存ボタンはどれを押してもペー
ジ全体が保存されます。

物件の公開範囲　物件の公開範囲　3
メンバー限定サイト内にのみ表示
される取り扱い条件です。「修
正」をクリックするとその物件の
登録画面に移動します。

業者向け情報　業者向け情報　2

公開グループ一覧画面

75



複数の物件を一括で公開する

ダッシュボードや一括更新ページでまとめて公開操作を行うことができます。なお、グループ管理画面で公開
範囲の設定まで行って初めて情報が公開されます。ご注意ください。

メンバー限定サイトを「公開」にする

一括更新ページの場合

「今すぐ設定する」…設定を行う箇所に移動します
「OK」…メッセージを閉じページは移動しません

「メンバー限定」にチェックを入れ、「掲載更新」をクリックしてください。

ダッシュボードの場合

「公開」をクリックして公開状況を○にしてください。

クリッククリック

【注　意】公開先が指定されていない場合、確認のメッセージが表示されます！

チェックチェック

クリッククリック
ここからもグループ管理画面へ
移動できます。
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グループ管理画面で公開範囲を設定する

確認メッセージが出るのでOKをクリックすると設定が保存され、物件が公開されます。

「保存する」をクリックし作業を完了する

メンバー限定サイトを「公開」にした物件は、グループ管理画面に一覧表示されます。公開範囲を設定し「保
存する」をクリックした時点でメンバー限定サイトに公開されます。
この画面の操作については公開状態を一覧で確認、管理する（P75）をご覧ください。

公開範囲を設定する
（設定しないと公開されません）

公開範囲を設定する
（設定しないと公開されません）
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掲示板の見方

管理サイトまたはメンバー限定サイト上で「物件さがしの掲示板」をクリックすると、掲示板の画面が開きま
す。ここでは誰かが投稿した「買いたい」情報を見たり、逆に探したい物件内容を投稿することができます。

自分が投稿した情報の場合
「修正・削除」
自分が投稿した情報を修正・
削除する場合に使用します。
投稿した情報を修正する（P83）
投稿した情報を削除する（P85）

1

クリックすると投稿フォームが開
き、お探しの物件情報を投稿する
ことができます。
掲示板に投稿する（P81）

投稿ボタン投稿ボタン1
投稿者が探している物件の条件で
す。「物件種目」「所在地」、そ
の他の具体的な条件は「詳細」に
表示されています。

探している物件条件探している物件条件3
投稿記事を条件で絞り込んだり、
任意の順に並び替えることができ
ます。初期設定では全ての投稿が
「更新日」順に並んでいます。

検索機能　検索機能　2

募集期限・情報投稿日・情報更新
日が確認できます。情報鮮度など
の目安にしてください。

3種類の日付情報3種類の日付情報4
投稿者の社名・所在地・各種連絡
先・担当者（入力がある場合）が
表示されます。また、匿名投稿の
場合は業態のみ表示されます。

投稿者情報投稿者情報5

他者が投稿した情報の場合
「投稿者に連絡する」
投稿者への連絡フォームが開
きます。問い合わせに使用し
ます。
投稿者に連絡する（P79）

2

3

5

4
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投稿者に連絡する

気になる投稿を見つけたら投稿者に連絡しましょう。
掲示板の投稿フォームを利用して投稿者にメールを送ることができます。

「投稿者に連絡する」をクリック

ヒ ン ト

投稿者へ送るメッセージは具体的な内容で送りましょ
う。お取引が円滑になります。

連絡フォームに必要事項を入力する

クリッククリック

必要があれば連絡先を変更してください。
メールアドレスは確認のため二度打ちしてください。
必要があれば連絡先を変更してください。
メールアドレスは確認のため二度打ちしてください。

担当者名を入力してください（任意）。担当者名を入力してください（任意）。

投稿者へ送るメッセージを入力します投稿者へ送るメッセージを入力します

送信者欄はアカウント情報が自動入力されています。送信者欄はアカウント情報が自動入力されています。

クリッククリック
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一度送信しますと取り消しできません。ご注意ください。

内容を確認して送信する

送信が完了したことをお知らせするメールがあなたに届きます。
投稿者からの返信をお待ちください。

投稿者に連絡する際のご注意

クリッククリック

・公開されている連絡先に直接問い合わせる場合
連絡先は投稿者が任意で変更できるため、電話番号などが通常と異なる場合があります。
必ず投稿者欄に表示されている連絡先をご利用ください。

・投稿者からの返信
返信は投稿者の判断に委ねられますので、必ず返信があるわけではありません。

・情報の募集期限
投稿内容が生きた情報とは限りませんので、閲覧時および投稿時には募集期限にご注意ください。
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掲示板に投稿する

お探しの物件があれば掲示板に投稿して、他社からの情報提供を募集しましょう。
匿名で投稿することもできます。

「投稿する」をクリック

投稿例が表示されています投稿例が表示されています

投稿タイトルを入力してください投稿タイトルを入力してください

お探しの物件種目を選択してください（複数選択可）
売買賃貸をまたいでの選択も可能です

お探しの物件種目を選択してください（複数選択可）
売買賃貸をまたいでの選択も可能です

希望の物件所在地を選択してください（複数選択可）
より細かい指示があれば下の「詳細」に入力します
希望の物件所在地を選択してください（複数選択可）
より細かい指示があれば下の「詳細」に入力します

希望する物件の詳細な条件を入力してください
（具体的な所在地、価格、土地面積、建物面積、間取りなど）

希望する物件の詳細な条件を入力してください
（具体的な所在地、価格、土地面積、建物面積、間取りなど）

投稿フォームに必要事項を入力する

クリッククリック

×クリックで
投稿例を非表示にします
×クリックで
投稿例を非表示にします
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「募集期限」は、投稿内容が生きた情報かどうかを判断するため
の基準になります。設定を忘れないようにご注意ください。

C H E C K

投稿内容を確認後、問題なければ「投稿する」→確認メッセージの「OK」クリックで作業を完了します。

内容を確認して投稿を完了する

投稿者欄はアカウント情報が自動入力されています。必要があれば連絡先を変更してください。

情報提供を受ける「募集期限」を設定してください。
初期設定では投稿日の翌日になっており、一年以内の任意の日付を設定できます。
情報提供を受ける「募集期限」を設定してください。
初期設定では投稿日の翌日になっており、一年以内の任意の日付を設定できます。

会社名を「公開」にすると全ての投稿者情報が公開されます。
会社名を「非公開」にすると匿名での投稿となり、項目別に
投稿者情報の公開有無を選択できます。

会社名を「公開」にすると全ての投稿者情報が公開されます。
会社名を「非公開」にすると匿名での投稿となり、項目別に
投稿者情報の公開有無を選択できます。

【非公開での投稿】
匿名での投稿は「業態」の入力が必須になります。
選択肢の中から必ずひとつ選択してください。
当てはまるものがない場合は右端を選択し、業態を入力してください。

【非公開での投稿】
匿名での投稿は「業態」の入力が必須になります。
選択肢の中から必ずひとつ選択してください。
当てはまるものがない場合は右端を選択し、業態を入力してください。匿名時

任意選択
匿名時
任意選択

メールアドレスは確認のため二度打ちしてください。メールアドレスは確認のため二度打ちしてください。

入力を終えたらクリック！
確認画面へ
入力を終えたらクリック！
確認画面へ

クリッククリック

プレビュープレビュー

担当者名を入力してください（任意）。担当者名を入力してください（任意）。
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投稿した情報を修正する

自分が投稿した情報を修正します。募集期限の延長もここで行います。

「修正」をクリック

掲示板ページで検索機能を使って自
分が投稿したものだけを表示するこ
とができます。募集期限や内容が適
切かど定期的に確認し、必要があれ
ば修正しましょう

C H E C K

値を修正し「確認する」をクリック

修正箇所の値を更新します。修正箇所の値を更新します。

クリッククリック

募集期限が切れていないか必ず確認してください。
再度設定することで期限を延長することができます。
募集期限が切れていないか必ず確認してください。
再度設定することで期限を延長することができます。

募集期限の修正募集期限の修正

クリッククリック
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修正内容を確認後、問題なければ「修正する」→確認メッセージの「OK」クリックで作業を完了します。

修正内容を確認して投稿を完了する

クリッククリック
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投稿した情報を削除する

自分が投稿した情報を取り消すには掲示板から削除してください。

「削除」をクリック

クリッククリック

「OK」をクリックするとすぐに投稿が削除されます。一度削除すると元に戻すことはできませんのでご注意ください。

「OK」をクリックして削除を完了する
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