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ⅲ）ハトマークサイトBtoBに公開されている物件情報を利⽤ 
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【ハトマークサイト登録・検索システムにログインする】 

 ①「ハトマークサイト全国版」からログインする場合 URL︓https://www.hatomarksite.com/ 

 ②所属宅建協会ホームページからログインする場合 
  ※ここでは北海道宅建協会のホームページを例⽰します。 

●ハトマークサイト登録・検索システム 
〈ログインページ〉 

●ハトマークサイト登録・検索システム 
〈ホーム画面〉 

  
ID・パスワードを⼊⼒し、ログインします。 

 会員ログインをクリック︕ 
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Microsoft Internet Explorer11の場合 Google Chromeの場合 

「お気に⼊り」⇒「お気に⼊りに追
加」でお気に⼊りに追加できます。 

2回目以降は「お気に⼊り」より、ロ
グイン画面を開くことができます。 

   左記のマークにてブックマークに追加  
   できます。 
 
   2回目以降は左記のマークをクリック 
   ⇒「ブックマーク」にてログイン画面 
    を開くことができます。 

■「お気に入り（ブックマーク）」に登録しましょう。 

ログインページを「お気に⼊り」に登録しておくと、次回からすぐにログインページにアクセスすることがで
きます。 

1.宅建協会から「ID・パスワード」を取得する 

ハトマークサイト登録・検索システムを利⽤するには、ハトマークサイトにログインするためのIDとパス 
ワードが必要となります。まずは、ご所属の都道府県宅建協会からIDとパスワードを取得してください。 
※ご所属の都道府県宅建協会のお問合せ先は26ページをご覧ください。 

2.ハトマークサイト登録・検索システムにログインする（ログイン方法は2通りあります） 



○○不動産 

物件の募集 
をしたい 

客付けを 
したい 

○○不動産 ①登録・検索システム 
③会員間検索（ハトマークサイトBtoB) 

会員向けサイトです。物件情報や⾃社情報の登録や不動産
会社向けの物件情報を検索することができます。 

◆物件情報を会員間検  
 索（ハトマークサイ 
 トBtoB）に物件情報 
 を公開します。 
・一度の登録でレインズをはじ   
 め複数のサイトに公開可能。 
・事例検索で値付け等の参考  
 に。 

◆会員間検索（ハトマ    
   ークサイト(BtoB） 
  より物件情報を⼊手 
  します。 
 
・⽇報機能の活⽤などで、 
 欲しい情報を簡単に⼊手。 

 

 
②一般消費者向け（ハトマークサイトBtoC) 

◆「ハトマークサイト登録・検   
   索システム」より一般消費者 
   向けサイト「ハトマークサイ 
   ト」へ物件情報を公開します。 

◆物件情報を「会員間検索」だ  
   けでなく一般消費者向けサイ 
   ト「ハトマークサイト」へも 
   公開することができます。 

一般消費者向けのサイトです。不動産物件情報検索機能、不動産会社検索機能、相場情報などのお役⽴ち
機能があります。パソコン版とスマートフォン版があります。 

「ハトマークサイト登録・検索システム」の1度の登録で
⺠間サイトを含む多様なメディアへ物件情報を公開する
ことができます。  

       【ハトマークサイトの多様な公開先】へ 

【ハトマークサイトの概要】 

＜パソコン版＞ 
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ハトマークサイトは大きく分けて以下の3つのシステムで構成されています。 
 
 ①「ハトマークサイト登録・検索システム」       
    会員業者様が⾃社情報や物件情報等を、登録・編集等⾏うためのサイトです。 
 ②「ハトマークサイト 一般消費者向けサイト（ハトマークサイトBtoC）」  
          一般消費者が物件情報や不動産会社情報等を検索するサイトです。 
 ③「ハトマークサイト会員間検索（ハトマークサイトBtoB) 」      
    不動産会社向けの物件情報を検索等するサイトです。 

＜スマートフォン版＞ 



ハトマークサイトBtoB(会員間) 
（ハトマークサイト登録・検索システム） 

不動産ジャパンは、（公財）不動産流通
推進センターが管理・運営を⾏ってお
り、不動産流通4団体のサイトから提供
される物件情報を一般消費者へ公開して
いる⽇本最大級の規模を誇る総合不動産
情報サイトです。 

 
※ハトマークサイト（一般消費者向け）に  
 公開された物件は⾃動で公開（無料）さ 
 れます。（先物物件は公開されません） 

アットホーム株式会社が運営する業者
向けサイトです。 

株式会社LIFULLが運営する業者向けサ
イトです。 
ハトマークサイトLIFULL HOME’S B2B
連動オプションが無料で利⽤できま
す。 

アットホーム株式会社が運営する一般 
消費者向けサイトです。 
➡その他アットホーム社提携サイトに  
 も公開されます。 

株式会社リクルート住まいカンパニーが 
運営する一般消費者向けサイトです。 

【ハトマークサイトの多様な公開先】 

 1度の登録で⺠間サイトを含む多様なメディアへ物件情報を公開することができます。 

株式会社リクルート住まいカンパニーが
運営する会員間流通（居住⽤賃貸のみ）
のサイトへ公開できます。 
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「ハトマークサイト登録・検索システム」のホーム画面の構成をご説明します。 

 ・⾃社情報のメンテナンスをします。 
 ・パスワードの変更をします。 
 ・ユーザーの追加をします。 

① ② ③ ④ 

① 
・協会からのお知らせを表⽰します。 

・登録した検索条件に該当した物件（マッチング結果） 
 の表⽰をします。 

・現在登録中の物件情報に関する状況を表⽰します。 

⑥ 

⑩ 

⑪ 

    ・「ハトマークサイトBtoB（会員間情報）」に公開された物件の 
  検索をします。 
 ・客付可能物件情報の取込み、⾃社物件として公開することが 
  できます。 

・成約事例の検索をします。 
・不動産販売履歴等の取得をします。（有料） 

・物件情報の登録をします。 
・物件情報の修正や削除をします。  
・公開管理（公開指⽰・成約登録・公開延⻑等）をします。 
  ➡一度に複数のサイトに公開することができます。 
・リーフレットの作成をします。 

・検索、公開、利⽤状況の確認をします。 
・提携サイトの課⾦状況の確認をします。 

・「システムの利⽤時間」 
・「操作マニュアル」の閲覧、ダウ  
  ンロード 
・「IE」等の各種ダウンロードページ 
      へリンク 
・お問合せ（メール） 
・よくあるお問合せ 

 ・公正競争規約に関する情報を確認します。 
  ➡⾸都圏不動産公正取引協議会HPへリンクします。 

・登録した⽇報検索条件に該当する⽇報情報を表⽰します。 

ハトマークサイト登録・検索システム ホーム画面の構成 １ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑩ 
⑪ 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

5~10ページ参照 

11~19ページ参照 

20~22ページ参照 

23ページ参照 

24ページ参照 

21ページ参照 
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21ページ参照 



最初に行っていただきたい設定（ユーザー管理・設定） 

①パスワードを変更する 

利⽤を開始する前に、パスワードを変更していただくことを推奨しております。 

②ユーザーを追加する 

システム上1つのIDで複数のユーザーが同時に利⽤することができません。複数のユーザーで同時に利⽤し
たい場合は、1つIDを無料で追加することができます。 

※3つ以上IDが必要な場合は、オプション（有料）をお申込みいただくことで、追加が可能となります。 

1つのIDで、同時にログインをしようとすると左のような画面が表⽰されます。 

「強制ログアウト」を実⾏した場合、すでにログインしていたユーザーの画面で 

⼊⼒中の操作が無効となりますのでご注意ください。 

前回利⽤時に「ログアウト」せずに終了した場合にも、この画面が表⽰されま 

す。 

※強制ログアウト画面について 

※変更したパスワードを忘れてしまった 
 場合は、ご所属の宅建協会にお問合せく 
 ださい。 
  

２ 
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③「所在地マスター」 「沿線マスター」を設定する 

普段商圏としているエリア・沿線を予め設定しておくことで、物件情報を登録・検索する際に設定した
エリア・沿線のみが「エリア選択画面」「沿線・駅選択画面」に表⽰される機能です。 

 設定した沿線名から駅の設定
をすることができるようにな
ります。 

 都道府県を設定し「設定」を
押すと、都道府県名から市区
町村選択をすることができる
ようになります。 

 「沿線マスター管理︓表⽰順
位設定画面」へ進みます。 

※設定していない場合、全国の都道府県と沿  
 線が物件情報の登録・検索時の「エリア選 
 択画面」「沿線・駅選択画面」に表⽰され 
 ます。 

 設定したい沿線にチェックを
⼊れ「表⽰順位設定へ」のボ
タンを押します。 

【所在地マスター管理】 【沿線マスター管理】 
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 市区町村を設定し、市区
町村順位設定へ進みま
す。 



自社情報を入力する（ユーザー管理・設定） 

基本的な情報については、⼊会時に設定されておりますが、空欄の情報については必要に応じて⼊⼒をして
ください。ここで⼊⼒された⾃社情報は、「会員店紹介ページ」「お問い合せ先」（10ページ参照）等に反
映され、一般消費者からの反響に関連してくる項目でもありますので、連絡先等の変更がある場合、必ず更
新してください。 

連絡先に変更がある場合は、必ず変更登録をするようにしてください。 
（ご所属の宅建協会へ変更⼿続きが必要な項目もあります） 

▲⾃社マスタ管理 

▼会員店情報管理 

３ 

メールアドレスの変更登録忘れにより、せっかくの反響メールが 
届かないというケースが増えておりますので特にご注意ください。 

注 意 ︕ 
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注 意 ︕ 



①自社マスタ管理 

所在地/交通 

「郵便番号」「住所」「番地」「建物名」につ
いては変更することができません。ご所属の宅
建協会へお申し出ください。 

基本情報登録 

「基本情報登録」については変更することがで
きません。変更がある場合は、ご所属の宅建協
会へお申し出ください。その他管理（屋号等）
に⼊⼒された内容については公開されません。 

「最寄駅」「最寄駅からの交通」の登録
がないと、ハトマークサイトの「不動産
会社を探す」で、「沿線・駅」から検索
した場合に、検索結果に表⽰されません
ので、必ず登録をしてください。 

連絡 

「ＴＥＬ1（代表）」「ＦＡＸ1（代表）」
については変更ができません。ご所属の宅建
協会へお申し出ください。 

「HPアドレス」については、⼊⼒すると会
員店紹介ページに⾃社ホームページへのリン
クボタンが設置されます。 

 注 意 ︕ 
・「ＦＡＸ3」「ＭＡＩＬ2」に登録がないと、一般向けサイトでお問い合わせボタンが表⽰され  

 ません︕ 必ず登録をするようにしてください。 

・「ＭＡＩＬ1」に登録がないと、会員店紹介ページにお問い合わせボタンが表⽰されません︕   

 必ず登録をするようにしてください。 

会社概要 

代表者名の変更についてはご所属の宅建協会
へお申し出ください。 

定休⽇・営業時間の登録をします。 

▼物件一覧画面 

▼会員店紹介ページ ▼物件詳細画面ページ（上部） 

▼物件詳細画面ページ（下部） 
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②会員店情報管理 

一覧PR 

「会員店紹介ページ」「物件一覧画面」「不動産会社検
索結果一覧画面」に表⽰される内容を⼊⼒します。 

 

詳細PR 

「会員店紹介ページ」に表⽰される内容を⼊⼒します。 

写真1、写真2 

「会員店紹介ページ」に表⽰される写真を登録し、その
写真についての説明を⼊⼒します。 

公開区分 

「ハトマークサイト（一般消費者向け）」の「不動産会
社を探す」の検索対象とする場合は「公開」、検索対象
としない場合は「非公開」を選択します。 
 
表⽰内容 

「不動産会社を探す」の検索対象として一覧のみ表⽰す
る場合は「一覧のみ」、詳細画面まで表⽰する場合は
「詳細あり」を選択します。 

 

取扱エリア 
主な取り扱いエリアを選択します。 
（最大10エリアまで） 

売買物件関係 賃貸物件関係 

取り扱っている物件種目をチェックします。 
（複数選択可） 
 
特徴 

項目より該当する会社の特徴をチェックします。 

①「未登録」をクリック ②「参照」をクリック ③掲載する写真を選択 ④写真説明を⼊⼒し登録 

写真の登録の仕方 
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【写真の掲載例】 
 店舗の外観 店内 スタッフの写真 ⾃社のロゴ  



一覧ＰＲ 

お問い合せ 

店舗外観、店舗内観写
真や地図等を掲載 

詳細ＰＲ 

特徴（サービス）をア
イコン表⽰ 

会員店紹介ページ 【ハトマークサイト（一般消費者向け）の会員店紹介ページ】 

①「⾃社マスタ管理」（8ページ）②「会員店情報管理」（9ページ）にて⼊⼒・管理している内容は「ハト 
マークサイト（一般消費者向けサイト）」の「会員店紹介ページ」等で以下のように反映されます。 
会員店紹介ページは一般消費者と貴社をつなぐ大切な窓⼝になりますので、消費者へのアピールツールとし 
て、有効にご活⽤ください︕ 

 【会員店紹介ページ】 

会社概要を表⽰ 

⾃社ホームページへリ
ンク 

主な取扱物件 

【不動産会社検索結果一覧画面】 

「一覧PR」や「会社概要」「写真」が表⽰ 
されます。 

【物件検索結果一覧画面】 

⾃社の公開した物件の検索結果一覧画面に「一覧
PR」や「お問い合せ先」が表⽰されます。 
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物件情報の登録（物件管理） 

①登録をしたい物件情報の種別（物件種目）を選択する 

「物件管理」 

 

「新規物件登録」 

 

「物件情報の種別を選択」 

②物件の詳細情報を入力する 

「かんたん登録」︓必須項目中⼼の⼊⼒フォーム 

「標準登録」︓必須項目以外にも⼊⼒項目が存在する標準的な⼊⼒   

       フォーム（初期設定） 

「標準登録（全項目）」︓すべての⼊⼒項目を表⽰した⼊⼒フォーム 

以下のアイコンを参考にしながら物件情報を登録します。 

必須項目となりますので、必ず⼊⼒をしてください。 
物件情報の公開時に、必須項目となります。 

条件、該当時等に必須項目となります。 

カーソルを合わせると、項目についての説明が表⽰され
ます。 

「物件画像登録」「周辺環境画像登録」「動画登録」については、次項
にて説明します。 

「レインズ送信⽤図面登録」については13ページにて説明します。 

４ Step 1 物件情報の⼊⼒ 

11 



③物件の詳細情報を入力する（画像・動画の登録） 

 【物件画像・周辺環境画像の登録】 

（1）「物件画像一括登録」ボタンを押します。 

（2）パソコン内の画像が保存されているフォルダを開き登録する 
    画像を選択し、「ドラッグ＆ドロップ」で登録します。 
     １枚登録する場合︓画像を登録する場所に持っていきます。 
    複数登録する場合︓画像を複数選択し画面上の「ここに画像を 
                                  ドロップ」の場所へまとめて持っていきます。 

（3）「登録」を押します。 

 

ここに画像をドロップ 

 【動画の登録】 

「※YouTubeに物件動画をアップロードして、URLを確認する方法」をクリックすると、 
「YouTube」への登録の仕方等の詳細を確認いただけます。  

（例）物件画像を登録する場合 

 登録した画像の順番を⼊れ替える場合や登録した画像の
削除については「操作マニュアル〔補足〕画像登録方法
について」を確認ください。 
※ホーム画面（4ページ参照）の左側メニュー⑩「操作マニュア 
 ル」より確認いただけます。 

（2）登録された動画のURLを⼊⼒します。 

（1）「YouTube」にて、登録をしたい物件動画ファイルをアップ  

   ロードします。 

物件動画は2動画公開することができます。 
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Step 1 物件情報の⼊⼒ 



 ④レインズ送信用図面の登録をする 

 ★図面を登録する際は、「横型図面」を「横向き」に登録してください。 

レインズ登録時 レインズ成約登録時 

レインズ登録時 レインズ成約登録時 

 登録可能なファイル形式 
   （レインズに送信される際にはJPGに⾃動変換されます） 
  ⑴PDF   
    サイズ上限︓5MB以内 
  ⑵JPG/GIF/BMP/PNG 
    サイズ上限︓1MB以内 
    ピクセル数︓1,000ピクセル（横）以上の図面を推奨 

 レインズ送信⽤図面の登録を⾏うことができます。（東⽇本・中部レインズへの物件公開が対象となります） 

 「縦型図面を登録すると、図のように「横向き」に登録され、成約登録時に 
 商号部分を隠すことができません。 

「図面を間違えてしまった」「図面を変更したい」等、
レインズ図面登録についての詳細は、「操作マニュアル
〔補足〕東⽇本・中部レインズ送信⽤図面登録につい
て」を確認ください。 
※ホーム画面（4ページ参照）の左側メニュー⑩「操作マニュア 
ル」より確認いただけます。 
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Step 1 物件情報の⼊⼒ 



⼊⼒が完了したら、「登録」ボタンを押します。登録
途中で一時保存したい場合は「仮登録」を押します。 

⑤物件の詳細情報の登録をする 

続けて登録 

続けて物件情報の登録を⾏います。 

リーフレット作成 

登録をした物件のリーフレットの作成ができます。 

公開制御 

登録した物件の公開設定を⾏います。 

類似物件登録 

登録した物件と部屋番号違い等の物件情報を⼊⼒する際
に便利です。 

修正 

登録した物件の修正をします。 

詳細 
登録した物件情報の詳細を確認します。 

物件一覧 

登録をした物件の一覧画面（物件
一覧画面）へ遷移します。 
※「仮登録」した物件も「物件 
 一覧」より、確認することが 
 できます。 

地図位置を確認し、修正をすることができます。 

 

【エラー表示】 必須項目の未⼊⼒等があった場合、エラー内容が表⽰されま
す。エラーとなった⼊⼒欄が⾚く表⽰されるので、該当箇所
を修正してから登録してください。 

Step 2 ⼊⼒した物件情報の登録 
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①登録した物件の管理画面（物件管理 物件検索） 

登録した物件情報等の確認、公開指⽰や物件情報の修正、成約登録等を⾏います。 

 

 

「物件一覧画面」にてチェックをした物件をまとめ
て、作業を⾏うことができます。 

登録されている物件情報の検
索を⾏うことができます。 

「ダイレクト検索」「管理番
号から検索」「物件番号から
検索」を利⽤して検索を⾏う
こともできます。 

登録物件の管理（物件管理） 

「延⻑」 
 公開中のサイトの公開期間の延⻑を⾏います。 
 ※提携サイトに公開中の物件を公開延⻑した場合は、 
  延⻑処理時に所定の公開料⾦が発⽣した上で、同 
  ⽇より公開期間が延⻑となります。 
「延⻑予約」 
 提携サイトに公開中の物件について、あらかじめ 
 次回の延⻑公開を予約することができます。 
 ※現在の公開期間が満了し、延⻑された時点で所定 
  の公開料⾦が発⽣いたします。予約解除も可能です。 

５ Step 3 登録した物件情報を公開、 
公開停止、削除、成約等 
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②物件情報の公開指示をする 

・「物件登録︓登録結果画面」から公開指⽰ ・物件管理の「物件一覧画面」より公開指⽰ 

※「物件詳細画面」や、物件情報修正後の「物件修正︓更新結  

  果画面」からも公開指⽰を⾏うことができます。 

公開したいサイトにチェックを⼊れ
設定を押すと「公開制御確認画面」
が表⽰されます。 

内容を確認後、「はい」を押すこと
で公開指⽰作業は完了となります。 

 

連動オプション（SUUMO）公開につ
いては、別途申込みが必要となりま
す。利⽤可能な会員様のみSUUMO公
開の設定画面が表⽰されます。 

チェックを⼊れた公開先に一括で公
開設定を⾏うことができます。 
その場合公開開始⽇を1週間先まで指 
定することができます。 
（即時〜7⽇先） 

公開時に必須となる項目に未⼊⼒等
があった場合、エラーとなりますの
で、「修正」ボタンより修正をして
から再度公開指⽰をします。 

※エラー表⽰ 
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Step 3 登録した物件情報を公開、 
公開停止、削除、成約等 



③物件情報の公開先について 

 【提携・公開先サイト】 

 【公開先サイト】 

 【オプション】   

提携・公開先サイト 公開期間 公開⽇ 公開料⾦ 

「ATBB」 

（アットホーム会員間） 

居住⽤賃貸物件 
14⽇ 

約90分後 

300円 

7⽇ 170円 

売買・事業⽤賃貸物件 
14⽇ 300円 

7⽇ 170円 

「ATBB」 

＋ 

「アットホームサイト」 

居住⽤賃貸物件 
14⽇ 

約90分後 

690円 

7⽇ 380円 

売買・事業⽤賃貸物件 
14⽇ 1,380円 

7⽇ 760円 

「アットホームサイト」 
（一般消費者向け） 

居住⽤賃貸物件 
14⽇ 

約90分後 

690円 

7⽇ 380円 

売買・事業⽤賃貸物件 
14⽇ 1,380円 

7⽇ 760円 

連動オプション 公開期間 公開⽇ 備考 

「SUUMO」 

SUUMOネット枠 
SUUMO記載枠 
ホームページサービス 
会社間流通 14⽇ 翌⽇ 

 
・リクルート住まいカン

パニー社に⼊会手続き
が必要です。 

SUUMOネットコマ 
SUUMOネットレポート 
ホームページサービス 

「LIFULL HOME’S B2B」 

（LIFULL会員間） 

居住⽤賃貸物件 30⽇ 

翌⽇ 

 

・LIFULL社に⼊会手続
きが必要です。 

・「ハ ト マー ク サ イ ト
BtoB」「ハ ト マ ー ク
サ イ トBtoC」両 方 に
公開した物件情報が⾃
動的に連動します。 

売買・事業⽤賃貸物件 80⽇ 

居住⽤賃貸物件 

売買物件 

※利⽤条件や費⽤、申し込み方法は、「ハトマークサイト登録・検索システム」内のご案内 
 資料よりご確認いただくか、運営会社へお問い合せください。 

※⾦額は税別 ※物件/1⼾あたり 

公開先サイト 公開期間 公開⽇ 公開料⾦ 

「ハトマークサイトBtoB」 
（会員間） 

居住⽤賃貸物件 30⽇ 
約90分後 無料 

売買・事業⽤賃貸物件 80⽇ 

「ハトマークサイトBtoC」 

（一般消費者向け） 

居住⽤賃貸物件 30⽇ 
約90分後 無料 

売買・事業⽤賃貸物件 80⽇ 

「不動産ジャパン」 
居住⽤賃貸物件 30⽇ 

翌⽇ 無料 
売買・事業⽤賃貸物件 80⽇ 

「レインズ」 
（東⽇本・中部・⻄⽇本レインズ） 

居住⽤賃貸物件 30⽇ 
翌⽇ 無料 

売買・事業⽤賃貸物件 80⽇ 

「レインズ」 
（近畿レインズ） 

居住⽤賃貸物件 1ヶ月 翌⽇ 
※月末公開の場合は翌月
初の公開になります。 

無料 
売買・事業⽤賃貸物件 3ヶ月 
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Step 3 登録した物件情報を公開、 
公開停止、削除、成約等 

※2019年11月1⽇現在 



④成約処理と公開停止をする 

成約 
「成約⽇」「成約価格・賃料」等を 
 ⼊⼒して登録を押します。 
 
➡成約済みとしてすべてのサイトが 
 非公開となります。 

公開停止 

公開中の物件をすべてのサイトから
非公開とします。 

 

誤って成約処理をしてしまった場合に「非公開状態」
に変更することができます。 
➡成約事例の対象から外れます。 
 
※「成約取消」をしてもレインズへの成約を取消すこ 
  とはできません。成約処理した当⽇に「成約取  
  消」を⾏った場合は、レインズでは削除処理とな 
  ります。 

成約済物件を、再度公開をする場合「復活」処理を
⾏います。復活をすると「非公開状態」となるの
で、公開制御より物件情報を公開します。 

（「復活」ボタンは成約登録の翌⽇以降に表⽰され
ます。） 

➡成約事例の対象から外れません。 

※「復活」処理 

公開停止となります。 
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Step 3 登録した物件情報を公開、 
公開停止、削除、成約等 



⑤リーフレットの作成をする 

リーフレット（募集図面）を簡単に作成することがでます。「物件一覧画面」より作成したい物件を選択し作成
をします。 ※仮登録の物件については、リーフレットの作成をすることはできません。 

Step 4 リーフレットの作成 

リーフレットのレイアウト（タテ型・ヨコ型）
とカラー（⾚・緑・⻘）を選択します。 
キャッチフレーズを⼊⼒することができます。 
⇒店頭掲⽰やお客様へお渡しする資料など  
 にご利⽤ください。 

表紙を作成することができます。 

タテ型・ヨコ型それぞれ2種類から選択でき
ます。 
 
⇒募集している物件のリーフレットを複数   
 枚綴じるとフリーペーパーとしてご利⽤ 
 できます。 
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◀リーフレット（タテ型） 

▲リーフレット（ヨコ型） 

メインキャッチフレーズ 

キャッチフレーズ1 
キャッチフレーズ2 



物件情報を検索（会員間検索） 

「会員間検索」を選択し、 
検索したい種目を選択します。 

物件詳細画面 

①会員間情報を検索する 

６ 

 
■地図から物件を探す 
 地図より探したいエリアを画面上より絞って検索をする方法 
 です。 

 

 
 
■ダイレクト検索 
 住所を直接⼊⼒して検索をする方法です。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
■エリア検索 
 物件情報を所在地・沿線から検索をする方法です。 

 
 

 
 
 
 
 
 

物件検索画面 

①地図から物件を探す 

②ダイレクト検索 

③エリア検索 

3つの物件検索方法 
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②マッチング機能を利用する 

あらかじめ登録した条件に合致した物件情報を表⽰させる機能です。「物件検索」より希望の条件で検索し、 
検索結果一覧の「マッチング条件登録」を⾏うことで、簡単に条件に該当した物件情報だけを確認することがで 
きます。「マッチング条件登録」をしている場合、ホーム画面の「マッチング結果」に条件に該当するマッチン 
グ情報が表⽰されます。 

マッチング情報の登録期間 
・賃貸居住⽤︓2週間 
・売買・賃貸事業⽤︓4週間 

③日報情報を利用する 

「ハトマークサイト登録・検索システム」の会員間検索（ハトマークサイトBtoB）に公開された物件情報を前
⽇分〜過去3ヶ月分で物件状態が公開、公開延⻑、変更、成約、削除・満了等された物件の履歴情報を抽出する
機能です。「条件登録」をすれば、ホーム画面の「⽇報情報」に条件に該当する⽇報情報が表⽰されます。 

マッチング条件に合致した物件数が表⽰
されます。 

数字部分をクリックすると合致した物件
の一覧画面（検索結果一覧画面）が表⽰
されます。 

マッチング条件の詳細画面が表⽰されま
す。「期間延⻑」「条件削除」の登録を
することができます。 

【活⽤の仕方】 
・物件の新着情報を確認したい場合 
 
・物件の価格変動があった情報を確認した 
 い場合 
 
・お客様（買主や借主等）の希望条件 
（所在地、価格、面積、⽴地等）があまり  
 決まっていない場合 
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【活⽤の仕方】 
・お客様（買主や借主等）より希望条件 
 （所在地、価格、面積、⽴地等）のヒア 
 リングが出来ている場合 



④物件情報の取込みと2次広告を行う 

 他社が「ハトマークサイト登録・検索システム」の会員間検索（ハトマークサイトBtoB）に公開している物件   
 情報を「物件管理」へ取込み、2次広告として利⽤することができます。 

「物件管理」に取込まれ、「物件一覧画面」に表⽰されます。 

転載可 
この物件は、登録会員がすでに広告転載の許可を出しています。物件詳細情報画面
より「取込み」を⾏い、［物件管理］→［物件検索］の物件一覧より一般消費者向
けサイトへ２次広告を⾏うことができます。 

要確認 
この物件を広告転載するには、登録会員に広告転載の確認後、物件詳細情報画面よ
り「取込み」を⾏い、［物件管理］→［物件検索］の物件一覧より一般消費者向け
サイトへ２次広告を⾏うことができます。 

転載不可 この物件を広告転載することはできません。 

要確認 
この物件を広告転載するには、登録会員に広告転載の確認後、物件情報を新規物件
登録より⼊⼒する必要があります。 

転載可 
この物件を広告転載するには、登録会員に広告転載の確認後、物件情報を新規物件
登録より⼊⼒する必要があります。 

公開制御画面より公
開設定を⾏います。 
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・価格や賃料などが変更になっていたり、物件情報に不備等がある場合があり 
 ます。公開内容は十分にご確認ください。 
・必ず元付不動産会社さまに定期的に公開条件の確認を⾏ってください。 

注 意 ︕ 

▼物件管理（物件一覧） 

▼会員間検索（物件一覧） 



事例を検索（事例検索） 

 ハトマークサイトに登録されている物件情報から、これまでに成約した事例を検索することができます。 

「成約事例検索」より、検索したい
物件種目を選択し、「地図から物件
を探す」「ダイレクト検索」「エリ
ア選択」のいずれかの方法で検索を
してください。 

検索条件を⼊⼒ 

検索結果一覧 

物件詳細情報 

７ 
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利用状況・課金状況の確認（利用状況確認） 

「ハトマーク登録・検索システム」の利⽤状況、提携サイトの課⾦状況の確認ができます。 

各利⽤状況のプルダ
ウンで確認したい月
を選択すると、詳細
表⽰画面（⽇別）を
確認することができ
ます。 
当月分を含め6ヶ月
分 の 確 認 が で き ま
す。 

①利用状況を確認します 

②課金集計を確認します 

当月分を含め6ヶ月
前までの課⾦状況の
確認ができます。 

「賃貸物件⇔売買物件」
の切り替えを⾏います 

公開設定の際に選択をした公開先（「ATBBのみ」「アットホームサイトのみ」「ATBB＋アッ
トホームサイト」）ごと、掲載期間ごとに表⽰されるので1物件を月内に複数回公開をすれば複
数⾏表⽰されることもあります。 

有料提携先サイト（アットホーム社）の課⾦状況を表⽰します。 

「ハトマークサイト登録・検索システム」の「検索」「公開」「登録」各種の利⽤状況の確認ができます。 

８ 
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困ったときは（操作マニュアル・よくあるお問合せ） 
 「ハトマークサイト登録・検索システム」ホーム画面より「操作マニュアル」「よくあるお問合せ」について、確 
 認いただけます。 

【お問合せ先】 
ハトマークサイトに関するお問合せは・・・ 
  お電話   : ご所属の都道府県宅建協会へ ⇒ 26ページへ 
  メール  ︓  helpdesk@athome.jp 
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インターネットに接続できる 
環境（Macintoshを除く） 

■ネットワーク環境 ■ソフトウェア推奨環境 

Microsoft Internet  
Explorer11 

Google Chrome Adobe Reader X 
(10.1.1)以降 

※Microsoft Edgeは動作保証対象外 

■サービス停止について 

物件登録、修正、削除、公開制御 

物       件       仮       登       録   
成         約         処            理 

上  記  以  外  の  サ  ー  ビ  ス  

︓ 午前8時〜午後９時まで 

︓ 午前8時〜午後11時まで 

︓ 午前8時〜午後９時まで 

︓ 午前8時〜午後11時まで 

メンナンス等でサービスがご利⽤いた
だけない場合には、あらかじめ会員様
向けお知らせ欄に通知します。 

トラブルや緊急メンテナンス等により
サービスがご提供できなくなる場合も
あります。あらかじめご了承くださ
い。 

■サービス利用時間 

 ホーム画面より、ダウンロー
ドページへリンクしておりま
す。こちらからダウンロード
いただけます。 

システム要件 ９ 
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「操 作 マ ニ ュ ア ル」
「操作マニュアル補足
資料」の他「規定集」
等 を 確 認 い た だ け ま
す。 



（公社）北海道宅地建物取引業協会 011-642-4422 

（公社）青森県宅地建物取引業協会 017-722-4086 

（一社）岩手県宅地建物取引業協会 019-646-1111 

（公社）秋田県宅地建物取引業協会 018-865-1671 

（公社）山形県宅地建物取引業協会 023-623-7502 

（公社）宮城県宅地建物取引業協会 022-266-0011 

（公社）福島県宅地建物取引業協会 024-531-3445 

（公社）新潟県宅地建物取引業協会 025-247-1177 

（一社）長野県宅地建物取引業協会 026-226-5454 

（公社）山梨県宅地建物取引業協会 055-243-4300 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会 029-225-5300 

（公社）栃木県宅地建物取引業協会 028-634-5611 

（一社）群馬県宅地建物取引業協会 027-243-3388 

（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 048-811-1820 

（一社）千葉県宅地建物取引業協会 043-241-6671 

（公社）東京都宅地建物取引業協会 03-3264-7041 

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 045-633-3030 

（公社）富山県宅地建物取引業協会 076-425-5514 

（公社）石川県宅地建物取引業協会 076-291-2255 

（公社）福井県宅地建物取引業協会 0776-24-0680 

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会 058-275-1551 

（公社）静岡県宅地建物取引業協会 054-246-1511 

（公社）愛知県宅地建物取引業協会 052-522-2575 

（公社）三重県宅地建物取引業協会 059-227-5018 

（公社）滋賀県宅地建物取引業協会 077-524-5456 

（公社）京都府宅地建物取引業協会 075-415-2121 

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 06-6943-0621 

（一社）兵庫県宅地建物取引業協会 078-382-0141 

（公社）奈良県宅地建物取引業協会 0742-61-4528 

（公社）和歌山県宅地建物取引業協会 073-471-6000 

（公社）鳥取県宅地建物取引業協会 0857-23-3569 

（公社）島根県宅地建物取引業協会 0852-23-6728 

（公社）岡山県宅地建物取引業協会 086-222-2131 

（公社）広島県宅地建物取引業協会 082-243-0011 

（一社）山口県宅地建物取引業協会 083-973-7111 

（公社）徳島県宅地建物取引業協会 088-625-0318 

（公社）香川県宅地建物取引業協会 087-823-2300 

（公社）愛媛県宅地建物取引業協会 089-943-2184 

（公社）高知県宅地建物取引業協会 088-823-2001 

（公社）福岡県宅地建物取引業協会 092-631-1717 

（公社）佐賀県宅地建物取引業協会 0952-32-7120 

（公社）長崎県宅地建物取引業協会 095-848-3888 

（一社）熊本県宅地建物取引業協会 096-213-1355 

（一社）大分県宅地建物取引業協会 097-536-3758 

（一社）宮崎県宅地建物取引業協会 0985-26-4522 

（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会 099-252-7111 

（公社）沖縄県宅地建物取引業協会 098-861-3402 

 【都道府県宅建協会一覧】 

 北海道・東北・甲信越  近畿 

 関東 

 中部 

 中国・四国 

 九州 
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※独⾃サイトを運営している宅建協会もございます。詳しくはご所属の宅建協会へお問合せください。 





公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会 

〒101-0032東京都千代田区岩本町2丁目6番3号 全宅連会館  TEL：03-5821-8111（代表） 

令和元年11月制作 


