
■総世帯数から入居率、空室率といった管理情報を表示して
　おります。（今現在の稼働率を把握）※1
■空室または退去予定を押すと一覧表が出るため、画面を見な
　がら電話対応が可能。※2
■リアルネットプロ社から、機能追加や修正点等のお知らせを
　発信しております。※3
■直近の新着仲介会社リストを表示しています。※4

トップページトップページ

トップページでは

※1
※2

※3

※4 

仲介会社へアピール出来ます （8 ページ参照） 
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■アプローチ
　仲介トップページのトピックスへ
　キャンペーンメッセージを書き
　込んだり、登録仲介業者一覧が
　ご覧になれます

■閲覧履歴
　仲介会社がいつどの物件を閲覧
　したのかを回数やグラフで表示
　したり、住居 PDF出力・空室
　一覧 PDF出力の履歴も表示します

■ステータス
　状況一覧（とりかご）・登録間取
　図面リスト等を表示します

■アカウント情報
　会社情報やユーザー情報の更新、
　追加等を行います

■お問い合わせ
　リアプロへの問い合わせ先、
　追加物件登録の依頼先です

■物件情報管理
　入退去更新や物件情報の更新、
　画像やピクトを編集します

■更新補助：一括更新
　空室と退去予定の物件をリストし、
　いくつかの情報を一括で更新する
　事が出来ます

■更新補助：商談 /審査更新
　空室と退去予定の物件の中で
　商談・審査フラグの物件を確認・
　一括で更新する事が出来ます

■提出設定
　各サービスへの「公開 /非公開」
　が一括で管理出来ます

■HP連動オプションサービス
　HP連動オプションサービスの
　掲載設定をします（有料機能）

■情報出力
　空室一覧表（PDF）・個別物件
　情報印刷出力・一覧作成（CSV）
　を簡単に出力します

機能説明 トップページトップページ



▲建物の基本情報を編集します
　路線を 3通りまで設定でき、この建物の担当者を
　設定出来る

追加の物件資料や申込書等を登録出来る
機能です。
「すべての部屋に共通」「同一建物内の
部屋で共通」に 3ファイル、「戸別」に
1ファイル登録出来ます。

※それぞれアップロード出来るファイル
　サイズは 10MBまでとなります。

物件情報管理①物件情報管理①
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物件情報編集

戸別情報
公開・非公開、入退去更新を行ったり
お部屋ごとの編集を行います。

物件編集
建物の基本情報を編集を行います。

書類UP
各種資料や申込書等の書類を登録します。

写真
物件の写真・図面・ピクト・方位などの
画像編集を行います。

削除
建物をまるごと削除を行います。

新規物件登録はこちらから入力します新規物件登録はこちらから入力します

書類ＵＰ機能について

管理物件を

簡単に探す
事が

出来る

■管理物件を物件名・エリア・担当者で絞り込みが
　出来る
■担当者で絞り込みが出来る為、自分の担当物件
　のみを抽出するので、時間を軽減して編集する
　事が出来る



物件情報管理②物件情報管理②

空室→入居の場
合

入居→退去予定
の場合

■商談中・審査中・内装中・清掃中と
　現状のお部屋の状態を表す事が
　出来ます
■商談中・審査中には、期限を設ける
　事が出来ます
■清掃・内装中の開始から完了までの
　期間の設定も可能

どこの会社の担当者から
申込が入ったか

履歴も残す事が可能！

入退去更新

公開・非公開の設定
クリックで即座に
切り替わります
空室の場合でも
非公開に出来ます
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②変更する
状態をクリック

上

下

①クリックする①クリックする

②
変更する

状態をクリック

④カレンダーから
　日付を選択

⑤最後に確定ボタンを
　押すと即座に反映
　します

③カレンダーの
　アイコンをクリック



物件情報管理③物件情報管理③

■家賃・管理費・敷金・礼金といった条件が更新した時はここで編集
　出来ます　※1
■共通ボタンにチェックをすると同じ棟全ての部屋に反映させる事が
　出来ます　※2
■この物件の最終更新者の履歴が残ります　※3

写真　物件の共通写真 10枚、戸別 10枚の計 20枚登録可能
ピクト　最大 3種類の選択が可能（セールスポイントのアイコン）

戸別情報 写真・間取図・ピクト編集
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※1

※2

※3

※戸別写真・
間取図面の他

の部屋へのコ
ピー機能も搭

載

フォルダからファイルを選択して送信ボタンを押すと
アップロード出来ます

フォルダからファイルを選択して送信ボタンを押すと
アップロード出来ます



掲出設定

更新補助 ( 一括更新 , 商談 / 審査更新 )・掲出設定更新補助 ( 一括更新 , 商談 / 審査更新 )・掲出設定

どこの会社の担当者から申込みが入っているのか簡単に確認する事が可能

空室と退去予定の物件をリストし、
いくつかの情報を一括で更新する事が出来ます。

suumo・at homeと
いった各種サービス
への掲載には別途それ
ぞれの会社とのご契約
が必要になります。
なお、リアプロからの
出稿料は一切かかりま
せん。

リアプロやAKIYA等の各種サービスへの
掲載設定が可能
ボタンひとつで趣向設定をまとめて行う
事が出来ます

商談中 /審査中の物件をリストし、
情報を一括で更新する事が出来ます。

更新補助：一括更新

更新補助：商談 /審査更新
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物件の絞り込みも可能！

クリックするとエラーレポートが見れます

クリックするとエラーレポートが見れます



情報出力情報出力

■地域を設定して必要な空室情報を出力出来ます
■現在公開中の空室及び退去予定物件の一覧表を
　PDF形式ファイルで出力します
■物件に付随している駐車場の情報も表示しております
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空室一覧表ＰＤＦ出力

一覧作成ＣＳＶ
出力

■条件や項目を選択して、物件データを
　CSV形式ファイルで出力します

■出力したい棟を選択します
■戸別の物件情報の印刷出力を PDF
　形式ファイルで出力
■入退去更新・物件情報の編集もここ
　から出来ます

戸別物件情報印刷出力



■取引業者となる客付け業者の一覧が表示されます
■エリアごとに絞り込みが可能　※1
■取引業者一覧をエクセルに出力が可能　※2

■仲介会社へ向けた物件情報のキャンペーンやメッセージを発信します
■メッセージの表示期限を設定出来ます（自動は 1ヶ月）
■仲介会社の検索画面のトップに表示されるため積極的に物件や企業
　アピールの場として活用願います

キャンペーンメッセージ

登録仲介会社一覧
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アプローチ①アプローチ①

ここにメッセージを書き込む

仲介会社の検索画面のトップに表示されます

※1

※2

書いたメッセージが

ここに表示される

書いたメッセージが

ここに表示される



削除削除削除削除

投稿投稿
投稿投稿

「トピックライト」とは、客付業社様へ簡単なメッセージを送る事の出来る機能です。
SNS感覚で気軽にメッセージを投稿出来ます。

▲投稿された物件の詳細画面が表示されます

▲御社の空室情報のみがピックアップされます

トピックライト
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アプローチ②アプローチ②

①コメントメッセージを投稿
　「アプローチ」→「トピックライト」
　入力欄にメッセージを入力して
　「送信」ボタンをクリックすると
　コメントメッセージが送信されます。
　また、過去に投稿したメッセージを
　削除する事も可能です。

②物件情報を付随してメッセージを投稿
　「物件情報管理」→「戸別情報」
　公開されているお部屋の IDナンバー
　下にある「記事を作成」をクリック。
　物件に付随したメッセージを入力して
　「送信」ボタンをクリックすると、
　メッセージが送信されます。

画像の写真画面以外に、仲介写真画面の
トップページより、一押し物件投稿として
アピールする事が可能です！！

Point

一押し物件情報一押し物件情報

客付業社の写真画面



最初にメール送付先のリストを入力します。
「会社名」「メールアドレス」を入力後、　　　　
「宛先リストに追加」をクリックして頂くと
フォルダにリスト化されます。
また新しくフォルダを追加して、フォルダを
分けて送信する事も可能です。

最初にメール送付先のリストを入力します。
「会社名」「メールアドレス」を入力後、　　　　
「宛先リストに追加」をクリックして頂くと
フォルダにリスト化されます。
また新しくフォルダを追加して、フォルダを
分けて送信する事も可能です。

「メール送信機能」とは、特定の仲介業者様へワンクリックでメールを一斉送信出来る機能です。
受け取った会社がメール本文のURLにアクセスすると御社専用の検索システムに誘導出来ます。

アプローチ③アプローチ③

メール送信機能

9

▲「アプローチ」→「メール送信機能」をクリック

Point資料を添付して送信しない為、
データ容量を気にする事無く
送付出来ます。
また、メールを送信した翌日に
物件更新をされても常に最新の
情報が反映されます。

1

2

メールを受け取った会社様が
本文のURLにアクセスする
と御社専用の検索ページが
表示されます。

送信先のフォルダを選択した後に
メール本文のタイプを選択して下
さい。
「定型文タイプ」または「自由
入力  タイプ」を選択出来ます。

左下の 「送信内容確認」 を
クリックして内容を確認後
「送信」 をクリックするだけ !



閲覧履歴閲覧履歴
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■物件のアクセスログが詳細まで表示されます
■アクセスされた日時、仲介会社名、住所、電話番号まで
　記録として残ります
■集計期間を自由に設定して表示する事も可能　※1
■どの仲介会社がよく閲覧しているか表示されます　※2

閲覧履歴

※2

※1

住居詳細・住居PDF・空室一覧表のリストをそのまま
エクセルに出力する事が出来ます



統計情報

統計情報統計情報
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カデゴリーごとに入居率・平均賃料データが取れます
●棟別入居率一覧
●間取りタイプ別
  入居率一覧
●エリア別入居一覧
●家賃帯別入居率一覧
●築年別入居一覧

●空室期間別統計
●ユーザーマスター別
  入居率一覧
●ユーザーマスター別
  各種統計
●稼働状況統計

ここでも入退去更新・物件情報の編集が
出来ます。

カテゴリーごとにエクセルに出力出来ます



登録されている間取図面の一覧表を表示します。 一目で空室（白）、入居（青）の状況が分かり
ます。いわゆるとりかごです。

間取図面が未登録、またはリンク切れなど
エラーが発生している物件をリストします。

物件写真が未登録、またはリンク切れなど
エラーが発生している物件をリストします。

入力情報にエラーのある物件をリストします。 不動産広告規約を満たしていないおそれの
ある物件をリストします。

ステータスステータス
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登録間取図面表
示

登録間取図面表
示

状況一覧表示（
とりかご）

状況一覧表示（
とりかご）

間取図面未登録
物件リスト

間取図面未登録
物件リスト

写真未登録物件
リスト

写真未登録物件
リスト 入力エラー物件

表示
入力エラー物件

表示
不動産広告規約

エラー物件表示
不動産広告規約

エラー物件表示

Excel出力可能 !



ユーザー情報
更新

担当者ごとに
アカウントを設定します

パスワード
更新

定期的にパスワードの
変更をお勧めします

メンバー一覧メンバー一覧
ログイン ID・パス

ワードを忘れた場合には
メールにて有効ユーザー
に通知をする事が

出来ます

ログイン ID・パス
ワードを忘れた場合には
メールにて有効ユーザー
に通知をする事が

出来ます

コンフィグ
リアプロの操作、表示
など全体に関わる設定を

行います

ユーザー
マスター設定
ユーザー
マスター設定

マスターを定義する事が
出来ます

マスターを定義する事が
出来ます

権限設定

各ユーザーの権限設定を
行います

株式会社リアルネットプロ
■ TEL：03-6435-2040
■ FAX：03-6435-2041
■ Email：info@realnetpro.com

追加物件登録のご依頼、物件資料のご送付は
■ Email：data@realnetpro.com

■ FAX：03-6435-2041
こちらまでよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

アカウント情報アカウント情報
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退職者がある場合等は、
アカウントを無効に変えて下さい

ユーザー追加ユーザー追加
新規に担当者を

登録する事が出来ます
新規に担当者を

登録する事が出来ます

会社情報更新会社情報更新
自社のロゴを設定したり、
PDF資料用の社帯を

設定します

自社のロゴを設定したり、
PDF資料用の社帯を

設定します


