
※ほぼ毎週アップデートされているクラウドシステムのため、
一部の画像が現在のたっけんクラウドと異なる部分があることをご了承ください
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① デスクトップのブラウザのアイコ
ンをダブルクリックします。
※たっけんクラウドの推奨環境は
Google Chrome及びFirefoxです。

②「ハトらぶ 滋賀」で検索します。

③ハトらぶ滋賀のトップページ右上
「会員ログイン」ボタンより、たっけ
んクラウドへログインすることができ
ます。

④ログイン画面をブックマークするか
デスクトップに画面を保存しましょう。
ID、パスワードを入力したら「次回
から自動ログイン」にチェックをして
おくと便利です。

【POINT】たっけんクラウドにログインし、クラウド画面をブックマークしましょう。

このページの内容は
利用に必須な内容です

1

たっけんクラウドにログインしよう

※パスワードを忘れた場合※
「ログイン」ボタンの下にある
「パスワードを忘れた方はこちら」よ
りパスワード再発行をお願い致します。
IDはいえらぶで確認できますが
パスワードは確認できかねます。
ご了承ください。

ハトらぶ 滋賀
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【POINT】画面上部の青い帯のところにサポートダイヤルの記載と、いつでも要望や質問を
投稿できる機能がついております。お気軽にお問い合わせください。

たっけんクラウドTOPページ説明

①メニュー
賃貸：賃貸物件について登録や一覧の確認、各種設定などができます。
流通：賃貸物件の会社間流通機能がご利用いただけます
管理：賃貸管理機能がご利用いただけます（オプション）
売買：売買物件について登録や一覧の確認、各種設定などができます。
流通：売買物件の会社間流通機能がご利用いただけます
顧客：登録した顧客の確認や管理ができます。
ホームページ：いえらぶで制作したホームページ（オプション）に関する編集や設定がで
きます。
いえらぶ：いえらぶの付帯商品に関する項目です。

②アップデート情報
たっけんクラウドのアップデート情報を確認できま
す。（アップデートは1週間に一度行われます。）

③物件登録メニュー
さまざまな方法で物件登録ができるショートカット
メニューです。

④スケジュール
顧客管理機能から登録したスケジュールを確認でき
ます。

⑤設定
会社情報やスタッフの情報、物件入
力画面などの詳細設定ができます。

⑥ヘルプ
マニュアルやよくある質問をご覧い
ただけます。

①

②

③

⑤⑥

④
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【POINT】「ハトらぶ」の会社情報ページに掲載される内容です。店舗画像（内観・外観・
スタッフ集合写真等）は、来店の際の参考になるので、登録をおすすめします。

基本情報を設定しよう-会社情報

このページの内容は
利用に必須な内容です

①画面右上にある歯車マークの「設定」
ボタンを押し、「会社情報」を選択しま
す。

②画面右側の「変更」ボタンをクリック
します。

③店舗画像やメールアドレスなど、お客
様に向けて、店舗の必要情報を入力しま
しょう。

④入力が完了したら、画面右側のピンク
の「登録」ボタンを押して登録完了です。

※ご注意※
店舗名 、代表者氏名、住所、宅建業免許番号、電話番号、FAX番号
につきましては、たっけんクラウドの会社情報から変更ができない項目となっております。
変更の際は、協会事務局（077-524-5456）へお問い合わせください。
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【POINT】ハトらぶの不動産会社検索にヒットする「取り扱い物件種別」の項目もチェック
しましょう。

基本情報を設定しよう-ハトらぶ会社情報ページ

会社情報をたっけんクラウドに登
録いただくと「ハトらぶ」に右の
ように反映されます。

♦たっけんクラウドの項目名♦
①店舗名
②代表者氏名
③住所
住所はたっけんクラウドで設定できません
が、住所欄の「地図から緯度経度を取得」
ボタンを押すと、登録されている住所の緯
度経度が取得され、ハトらぶ会社情報ペー
ジにマップが表示されます。

④宅建業免許番号
⑤メールアドレス
反響先のアドレスになります。アドレス
が間違っていないか、使われているアド
レスか確認しましょう。
※初回で登録されているアドレスは、
たっけんクラウド利用申し込み時に記入
していただいたアドレスになります。

⑥電話・FAX
⑦営業時間
⑧定休日
⑨特徴
⑩加盟団体
⑪交通
⑫店舗写真の設定

ハトらぶ会社情報ページ

○○（株）

〇〇（株）

いえらぶ 太朗

東京都新宿区○○1-2-3

〇〇県知事（0）00000号

hatolove@gmail.com

店舗写真A

03-000-0000

03-000-0001

店舗写真B 店舗写真C

①
②

①

③
④
⑤

⑥

⑦
⑧

⑩
⑪

⑫

会社所在地マップ

○○県宅地建物取引業協会

⑨

000-000-0000
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【POINT】たっけんクラウドにログインするためのアカウントを、スタッフ1人1人個別に
登録し、権限（機能制限）の設定ができます。複数のアカウントで同時ログインができます。

基本情報を設定しよう-担当者情報

このページの内容は
利用に必須な内容です

①画面右上にある歯車マークの「設定」
ボタンを押し、「担当者情報」を選択し
ます。

②画面右側の「変更」ボタンか画面下の
「新規追加」をクリックします。
※初回で送付しているアカウントは、会
社の名前のアカウントになります。任意
の担当者名に変更することもできます。

③ログインIDとパスワードは任意のも
のを入れてください。
※パスワードは二回同じものを入れて
ください

④入力が完了したら、入力画面一番下の
「送信」ボタンを押して登録完了です。
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【POINT】自分の使いやすいよう、たっけんクラウドをカスタマイズしましょう。

基本情報を設定しよう-その他初期設定

①画面右上にある歯車マークの「設定」
ボタンを押し、「賃貸物件」又は
「売買物件」を選択します。

②物件入力画面などの初期設定を決めら
れます。いらない項目を省いたり、使い
やすいように設定しましょう。

このページの内容は
必要時に設定ができます

。
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■チラシ
物件チラシのテンプレートやカラーなどを変更できます。

■物件情報メール告知
掲載期限3日前の物件や、会社間流通に関わる通知をメー
ルで受け取る設定ができます。

■棟入力項目
棟を新しく登録する際の住所や沿線などの初期値をあらか
じめ入力することができます。

■物件入力項目
部屋を新しく登録する際の掲載先ポータルサイト、掲載期
限、住所や沿線などの初期値をあらかじめ入力することが
できます。

■物件設備条件
部屋を新しく登録する画面で、使わない設備・条件を非表
示にする設定ができます。

■物件カテゴリ名
設定したカテゴリ名で物件をグループ化することができま
す。（登録した物件の検索などで使用できます）

■画像カテゴリ
部屋を新しく登録する際の、画像のカテゴリの初期値を設
定することができます。

■周辺環境オプション
「周辺環境一括設定」の詳細設定ができます。

■物件掲載先
ポータルサイトの最大物件数や、出力結果メールの送信先
を設定できます。

■間取り図
新しい間取り図を作ったり、パーツやオリジナルアイテム
の編集ができます。

■コメント自動生成
「コメント自動生成」を押したときに、優先して出す項目
などを設定できます。

■部屋一覧 並び順
部屋一覧のデフォルトの並び順を設定できます。

機能別設定
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【POINT】一度登録した物件データは削除しない限り残ります。

たっけんクラウドに物件を登録しよう

■賃貸物件を登録する場合

①たっけんクラウド画面左上にある賃
貸タブを押し、「部屋登録」を選択し
ます。

②物件種別を選択します。
※色のついていないポータルは、その
種別が対応していないことを表してい
ます。

③編集画面に移ります。
・物件掲載テスト
ポータルサイトへ連動する際、サイト
毎に入力不備がないか確認できます。
・反映イメージ
ポータルサイトへどのように反映され
るかをみることができます。
・入力POINT ON/OFF
入力のポイントの表示/非表示を選択
できます。
・一時保存
一時的に物件情報を保存できます。
・送信
入力した物件情報を保存できます。
「公開」の物件は指定サイトへ掲載さ
れます。
※「一時保存」または「送信」を押さ
ずにページを離れた場合、編集中の物
件情報は保存されません。
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【POINT】「物件情報メール告知設定」ボタンから掲載期限切れ等のメール通知の設定がで
きます。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-基本情報

①物件掲載先
チェックしたサイトへ物件を掲載します。

②会社間流通
「会社間流通に掲載」をクリックすると、いえらぶ会社間流通に掲載するための必要情報
をまとめて入力することができます。
会社間流通に掲載中の場合は、ピンクで「掲載中（〇月〇日まで）」と表示されます。
※ポータルサイトの掲載には関係はありません

③会員限定
すべて「一般公開」にしてください。
※「会員限定」はいえらぶで作ったHP向けの項目になります

④担当者
物件の担当者を選択してください※担当者情報で登録したものが選択できます

⑤情報掲載期限
掲載日の期限を入力します。最大2週間後まで設定ができます。
※ただし、下記サイトに関してはその限りではありません
・ハトマークサイト…掲載期限は賃貸30日、賃貸事業用、売買80日
・レインズ…掲載期限は賃貸1ヶ月、賃貸事業用、売買3ヶ月

①

②
③

⑤
④
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【POINT】画像は30枚まで一括で登録することができます。※1枚当たりの容量は5MBまで
となります。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-画像

①画像を一括登録します。

②フォルダごとドラッグ&ドロップで
持ってくることもできますし、画像を
複数選択して持ってくることもできま
す。

③入れ替えたい画像をクリックしな
がら移動することで、画像の表示の
順番を変えることができます。
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【POINT】画像を多く登録しましょう！全宅連の「不動産の日」のアンケートでも問い合わ
せ条件の1位が画像の枚数です。インターフォン等、物件の細部まで撮影し掲載しましょう。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-画像

④画像を加工することも可能です。
「画像加工」ボタンをクリックします。

⑤「明るさ」または「コントラスト」
のスクロールバーを左右に動かすこと
で、画像の明るさやコントラストの調
整ができたり、トリミングやモザイク、
様々な加工が可能です。

⑥加工が終わりましたら、「保存」ボ
タンを押してください。
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【POINT】レインズに載せる図面も簡単アップできて便利！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-画像（レインズ用図面）

♦レインズ用図面♦
物件編集画面＞画像タブのところで下
にスクロールすると「図面」の項目が
あります。
こちらでレインズにワンクリックで図
面を載せることができます！
「図面作成＆アップロード」ボタンを
クリックするとたっけんクラウドに設
定してある形式で図面がアップされま
す。アップ後は、ピンクの「送信」ボ
タンで必ず保存してください。
（自社で作った図面を登録することも
できます。）

図面の形式は「機能別設定」のチラシ
の設定より変更できます。

「作成したチラシを図面として登録」
をクリックすると、レインズ用の図面
を登録する画面に飛びます。
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【POINT】らくらく物件入力を使えば、入力時間の大幅な短縮に！緯度・経度は入力してお
くと最寄り駅や周辺環境の検索などに活用できるので、入力することをおすすめします。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-物件情報

①一から物件情報を入力するか、「ら
くらく物件入力（いえらぶ独自のマス
ターデータ）」ボタンから物件を登録
することが出来ます。
※物件名で検索される方が増えている
ので、物件名は「公開」にすることを
おすすめします。

・住所情報をタブから選択して入力も
しくは郵便番号からの検索も可能です。
・「住所から緯度経度を取得」をク
リックすると、自動的に緯度経度が抽
出されます。
・「地図から住所情報を取得」をク
リックすると、地図を見て場所を選ぶ
ことができます。

②「らくらく物件入力」ボタンを押す
と住所や物件名などから物件情報を検
索できます。

③必要事項を確認してください。
※らくらく物件入力を利用した場合、
情報が古いことがありますので、価
格などの確認をお願いします。

④情報を確認したら、最後にピンク
の「らくらく物件入力から取り込
む」ボタンを押すと、入力画面に
データが反映されます。
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【POINT】設備・条件はお客様の検索にヒットしやすいように細かく設定しましょう！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-交通/建物/設備・条件

交通

①「住所から最寄り駅を検索」を
クリックすると物件の最寄駅が表
示されるので、入力したい駅名を
選択します。

②「距離を自動計算」をクリック
すると物件から選択した駅までの
徒歩時間・徒歩距離が自動で入力
されます。（1分80メートル計算
となっています）

※「交通情報一括設定」より、最
寄り駅を3つまで一括で設定する
こともできます。

建物
建物構造、築年数など、建物情報を入
力してください。

設備・条件
設備・条件を入力してください。備
考・ポータルのコメント自動生成に
も使われます。



15

【POINT】周辺環境（スポット）は、会社毎オリジナリティを出すために初期値で登録はさ
れていません。周辺環境をたくさん登録し、ユーザーの目につく物件情報に仕上げましょう。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-周辺環境

①物件の周辺にあるお店や施設などを
登録します。 「⊕登録」ボタンをク
リックすると、地図が表示されます。

②探しているスポットの名称やキー
ワードを入力して「スポット検索」ボ
タンをクリック。物件の周辺で該当す
るものが緑のピンで表示されます。
※赤いピンが物件の場所になります

③検索結果が出てきたら、緑のピン
もしくは右側に出るスポットの名称
をクリックし、「このスポットを設
定」をクリックします。
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【POINT】周辺環境の画像もなるべく登録しましょう！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-周辺環境

④「このスポットを設定」をクリック
すると、地図の下の基本情報が入力さ
れます。
画面下にスクロールすると「追加」ボ
タンがあるので、クリック。

⑤続けて画像の登録ができます。
（物件画像同様にドラッグ＆ドロッ
プで一括登録が可能です）
画面下にスクロールすると「送信」
ボタンがあるので、クリック。
スポット登録完了です。

周辺環境一括設定
一度登録したスポットは一括設定で
選択できるようになります。
①物件を中心に周囲何キロ以内のス
ポットを取り込むのかを選択
②候補として抽出されたスポット情
報で取り込みたいものにチェックを
入れる
③チェックを付けたスポット情報が
周辺施設として取り込まれる
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【POINT】レインズ掲載時に確認必須の箇所になります。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-取引情報

ここでは、取引態様や会社間流通（い
えらぶ独自の物件流通ツール）につい
ての設定をします。

※レインズ掲載を利用される場合は、
客付の項目が「可」になっていないと、
掲載できません。

アットホーム情報
「一般消費者向け仲介手数料」を
「円」もしくは、「ヵ月」単位で入力
をします。

レインズ情報
「成約指示」にチェックを入れて、物
件情報タブの状態の項目を「成約」へ
変更すると、レインズで成約物件とな
ります。
※「成約指示」をチェックしないと、
レインズへ削除指示が出ます。

下へスクロール

物件情報>状態
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【POINT】「コメント自動生成」機能で文章を自動で生成！基本的には「設備・条件」
「会社概要」「交通情報」などから情報を掛け合わせて文章が作られます。

たっけんクラウドに物件を登録しよう-備考・ポータル

ここでは、物件のコメントや、ポー
タルサイト別の備考を入力します。

ハトマークサイト備考
ハトマークサイトに掲載する場合、ハ
トマークサイト用備考を「利用する」
に変更します。

アットホームスポット掲載
ハトマークサイト登録システムと同じ
ように、たっけんクラウドからもアッ
トホームにスポット掲載ができます。

レインズ備考
近畿レインズに掲載する場合、レイン
ズ用備考を「利用する」に変更します。

ハトマークサイトは
□B to C 版(一般消費者様向け)
□B to B 版(業者様向け）
のサイトがあり、項目の選択が必須。

ハトマークサイト経由でアットホーム
サイト（エンドユーザー様向け）と
ATBB（業者向け）に連動することが
できます。
※出稿希望期間にチェックを入れて
「送信」を押しますと課金となります
のでご注意ください。公開希望でない
場合は、必ず「公開しない」にチェッ
クをしてください。
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【POINT】物件を掲載する場合は、物件掲載先選択+物件掲載テストを確認！掲載せずに物
件データを保存だけする場合は、物件掲載先を選択せず、「送信（＝保存）」ボタンを！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-物件掲載テスト/物件の保存

①物件連動の前に、各ポータルへ反映
が可能かどうかのテストを行うことが
できます。
「物件掲載テスト」ボタンをクリック
してください。

②物件掲載先でチェックが付いてい
る媒体へ連動が可能な状態か判定を
おこないます。
判定が「NG」の場合はエラー部分を
修正してください。
すべて「OK」になれば物件情報が出
力されます。

③物件掲載テストの判定が「OK」に
なったら、画面右のピンクの「送
信」ボタンを押して物件登録完了で
す。物件データは各ポータルの出力
時間にポータルにデータを送り、反
映時間に掲載がされます。
※物件掲載先を選択しなければ、物
件の掲載はされません。物件データ
をたっけんクラウドに保管し、いつ
でも必要な時に確認できます。

ハトマークサイト連動時間について
毎日18:00までに入力された物件が翌日午前中に反映されます。

レインズ連動時間について 1日4回出力します
①10:00頃反映（前日18:00～0:00までに入力した物件）
②14:00頃反映（0:00～10:00までに入力した物件）
③18:00頃反映（10:00～14:00までに入力した物件）
④22:00頃反映（14:00～18:00までに入力した物件）

※「一時保存」または「送信」を押さずにページを
離れた場合、編集中の物件情報は保存されません。
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【POINT】広告表示チェックツールで入力内容の不備や、不適切な入力がないかを一括で
チェックできるので、おとり広告防止に役立ちます！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-物件掲載テスト一覧

①物件掲載テストは、ポータルごとに
まとめてチェックすることもできます。
賃貸もしくは売買タブの「物件掲載テ
スト」より確認できます。

②右側の「テスト」ボタンを押すと各
ポータルの掲載テスト結果を一覧で確
認できます。出力・反映時間も確認で
います。

③テスト結果が表示されます。
※テストで「送信失敗」になっている
物件は、ポータルサイトに掲載されま
せん。

athomeスポット掲載の掲載期限一覧
賃貸もしくは売買タブの
「athome+ATBBスポット掲載」か
ら、athomeスポット掲載の掲載期限
を一覧で確認することができます。

※広告表示チェックでNGが出ても、
物件は掲載されます。
※各ポータルサイトのテストでエラー
になっていた場合、そのポータルサイ
トに物件は掲載されません。
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【POINT】画像は50枚（物件画像30枚・周辺施設20枚）まで登録できます！

たっけんクラウドに物件を登録しよう-ハトらぶ物件ページ

たっけんクラウドに入力いただいた物
件情報は「ハトらぶ」で右のように掲
載されます。
より多くの情報を入力して、ユーザー
の目に留まるようにしましょう！

物件情報
物件編集画面＞備考・ポータルの箇所
でセールスポイントやポイント・特徴、
備考なども入力いただくと、より濃い
物件情報ページになります。
★備考・ポータルの箇所は「コメント
自動生成」機能で入力を時短できます。

地図
物件編集画面＞物件情報の箇所に「緯
度・経度」の入力があれば、表示され
ます。

画像
物件画像だけでなく、周辺環境の画像
も登録いただけます。
より多くの画像を登録しましょう！

会社情報
会社情報ページにリンクしています。

ハトらぶ物件詳細ページ

物件情報

画像

物件情報

会社情報

物件情報

会社情報

物件名
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【POINT】大量の物件データがある場合は、一括変更機能を活用しましょう！

入力後の運用-物件検索・編集

①賃貸タブの「部屋一覧」もしくは、
売買タブの「物件一覧」を選択すると
たっけんクラウドに登録されている物
件データを確認できます。

②登録物件検索のところで物件の検索
条件を細かく設定できます。
何も設定しなければ、登録されている
全物件が表示されます。

③一括変更内容のところで、物件の変
更・複製・削除・編集を一括で行うこ
とが可能です。

物件データの右側の「編集」ボタンか
らも物件の編集ができます。
物件一覧画面でポータルのアイコンを
クリックすると色がついたポータルに
物件を掲載する設定になります。

下へスクロール
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【POINT】チラシ自由編集はとことんこだわって自社のチラシを作成できます！

入力後の運用-チラシ（図面）作成

①部屋もしくは物件一覧画面からチラ
シ（図面）の作成ができます。
物件データの左側「チラシ作成」ボタ
ンをクリックする。

②チラシ作成ツールは3パターンあり
ます。
・チラシ自由編集（PDF/JPG)
・チラシ出力（PDF/JPG）
・チラシ作成（Excel)
※チラシ作成（Excel)は有料オプショ
ンになります

チラシ出力を選択した場合
「詳細設定」→「詳細と変更」からパ
ターンの変更や色味などの変更ができ
ます。
変更後、「出力する」のピンクのボタ
ンを押すと設定した内容でチラシが出
力されます。

チラシ自由編集を選択した場合
「編集画面を開く」のピンクのボタン
をクリックすると、チラシ自由編集機
能が起動します。
起動しましたら、お好きなようにチラ
シを作成ください。
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【POINT】パズル感覚で簡単に間取り図を作成できます！

入力後の運用-間取り図作成

①たっけんクラウドTOP画面の「間取
図を登録」をクリックします

②「＋新規間取り図登録」ボタンをク
リックすると、間取り図作成機能が起
動します。

間取り図作成機能で作成いただいた間
取り図は保存可能です。物件編集画面
で、保存した間取り図を使用すること
もできます。

★物件編集画面＞画像の箇所からも間
取り図作成機能を起動できます。
「間取図作成」ボタンをクリックする
と起動できます。

物件編集画面>画像
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【POINT】パーツの色やフォントの種類まで細部にまでこだわれます。

入力後の運用-間取り図作成

①配置したい部屋の種類を選択します。

②パーツをクリックしたまま、方眼紙
の画面まで引っ張ると配置できます。

③パーツの四隅にマウスを合わせて、
大きさを調整できます。

④パーツが変形すると、それに合わせ
て広さの数字も変わります。

⑤パーツをダブルクリックすると、そ
の部屋の詳細設定が開きます。
パーツのテキストのフォントや色を設
定できます。

★この要領でパーツをつなぎ、間取り
図を作っていきます。
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【POINT】多様な機能を備え、どんな図面作成にも対応！

入力後の運用-間取り図作成

⑥一通りの部屋の配置ができたら、
キッチンやバス・トイレなどを配置し
ていきます。
A：方向が合わない場合、回転・反転
させてから間取りに反映できます。
B：パーツの上で右クリックから、回
転・反転をすることも可能です。

⑦壁や扉などの設置をしていきましょ
う。壁の設置は上部のメニュー「壁追
加」ボタンから、自由に設置できます。
窓・扉は左のパーツメニューからアイ
テムを選んで下さい。
※壁の上に設置すると自動的にサイズ
が変更されます。

⑧完成した間取り図を保存しましょう。
上部のメニュー「テンプレ」か「保存
ボタンから、間取り図の保存ができま
す。
テンプレ：テンプレートとして保存さ
れます。
保存：画像データとして保存されます。

★初期設定でパーツの初期値が変更で
きます。
設定＞賃貸物件/売買物件＞パーツ初
期値から変更できます。

A B
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【POINT】作成した間取り図をお使いのパソコンに保存する方法は3つあります。

入力後の運用-間取り図作成

【１：物件登録の画像タブ編】
右の図のとおり、間取りを保存すると
「間取図ダウンロード」というボタン
が登場しパソコンにダウンロード出来
るようになります。

【２：間取図設定のテンプレート編】
間取り図作成画面で、「テンプレー
ト」をクリックし、次に「保存」をク
リックすればパソコンにダウンロード
出来ます。

【３：間取図設定のテンプレート編】
設定＞賃貸物件/売買物件＞間取り図
メニューのテンプレート一覧ページか
らパソコンにダウンロード出来ます。
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【POINT】「検索条件を保存」で条件を３つまで保存することが出来ます。

会社間流通-物件を取り込む

①会社間流通機能から物件データを取
り込みます。
流通タブ＞流通物件を探すの項目の
「沿線・エリアから検索」を選択、も
しくはたっけんクラウドTOP画面の
「会社間流通」をクリックで、流通物
件の検索画面に移ります。

②ピンク色の物件種別と住所or沿線を
選択します。
※「検索条件を保存」をクリックする
と条件を３つまで保存することが出来
ます。

③「🔍検索」ボタンを押すと、画面下
に検索結果が表示されます。

下へスクロール

物件情報
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【POINT】取り込み時に必ず、その物件のステータスを確認しましょう！

会社間流通-物件を取り込む

④各アイコンで流通物件のステータス
を確認してください。

■取込み確認：
不要…取込み確認の通知なしで取り込むことができる
必要…「取込み」を押すと元付会社に通知され、元付側で取
込み許可/拒否の選択がされる
■編集可：
客付会社が物件を編集できるか（下記表参照）
■画像取込可：
客付会社が画像を取り込めるか
■自社ホームページ可：
客付会社がいえらぶで制作したHPに物件を掲載できるか
■ポータル可：
客付会社がポータルサイトに掲載できるか

編集「可」/「不可」の対応表

⑤「取込み」をクリックしたら、部
屋一覧（もしくは物件一覧）に登録
完了。取り込んだ物件の客付けが行
えます。

物件情報

物件情報
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【POINT】「自社物件掲載一覧」から、どの会社が取り込んで客付しているのか、どのポー
タルに掲載しているのかがわかります！

会社間流通-物件を掲載する

①会社間流通に物件を掲載したい場合
は、該当の物件の編集画面から設定が
行えます。
基本情報＞「会社間流通に掲載」ボタ
ンをクリックします。

②【掲載に必須】の項目を下記の通り
設定いただくと掲載できます。

状態：公開
取引態様：仲介以外
先物/自社物：自社物
情報掲載期限：本日より未来
客付：可

設定を変更したら、「OK」のボタン
を押して登録してください。

★会社間流通に掲載した物件を確認
流通タブ＞「自社物一覧」から確認で
きます。
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【POINT】流通物件を特定の会社のみに公開する方法もあります！

会社間流通-公開先を指定する

①まず、流通物件を公開する会社の設
定をします。
流通タブ> 「物件共有先設定」を開
きます。

②「共有許可店舗一覧へ」をクリック
し、共有許可店舗一覧へ移動します。
※「共有拒否店舗一覧へ」を選んだ
場合、特定の店舗を共有拒否店舗に
追加し、その店舗は貴社の流通物件
を閲覧できなくなります。

③「共有許可店舗を追加」をクリック
して、店舗を追加します。

④物件編集画面で取引情報のところの
客付項目で「取引先のみ可」を選択す
ると、共有許可店舗一覧に追加した店
舗のみに物件情報を公開できます。
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【POINT】よくある質問は検索機能付き！

たっけんクラウドご利用サポート-困ったときに確認

困ったときは、たっけんクラウド左上
のサポートダイヤルか、右上の「ヘル
プ」をご確認ください。

★よくある質問

★マニュアル



連動マニュアル

2017/10/20 改訂

1



物件連動時の注意点・・・現在、他システムから物件連動を行っている場合

※他システムから【近畿レインズ】【ハトマークサイト】へ物件連動を行っている場合、
物件の二重登録を防ぐため、たっけんクラウドからは連動機能が一切ご利用
いただけなくなります

※上記に当てはまる場合、たっけんクラウドから物件連動指示を出していると
連動ができていない旨を記載した、以下のようなメールが届きます。

■近畿レインズの場合

■ハトマークサイトの場合

上記の現象が起こった場合は、次のような操作をして解決してください。

2



1.他システムから掲載を止める

a. at home管理画面をご利用の会社様

①ATBBへログインし、公開中件数をクリック

②物件一覧から「制御」をクリック

3



③非公開を選択して「設定」をクリック

④公開確認画面の「はい」をクリック

⑤物件を非公開にしたら完了

4



b. 近畿レインズのシステムをご利用の会社様

※近畿レインズに直接物件登録をされている場合、一度すべての物件を削除して
いただくか、もしくは、たっけんクラウドから近畿レインズへの連動を
控えていただくようお願い致します。(詳しくはP.8参照)

①近畿レインズへログインし、自社物件一覧をクリック

②物件を選択し、「削除」をクリック

③削除できたら完了

5



c. 全宅連版ハトマークサイト物件登録システムをご利用の会社様

①ログインして、「物件管理」をクリック

②「公開中」をクリック

③公開指示の「制御」をクリック

6



④ハトマークサイト、レインズが選択されている場合「公開設定へ」をクリック

⑤「公開停止」をクリック

⑥「はい」をクリック

7



基本情報の入力

赤の※印が必須項目となります。

③
④

※注)
ハトマーク管理画面、at homeから
「近畿レインズ」、「ハトマークサイト」に
物件の連動をしていた場合は、
必ずすべての物件を
非公開もしくは削除してください
※二重に登録を避けるためです。

①物件掲載先
□ホームページ
→こちらチェックの必要はありません
※自社HP作成後はチェックが必要です

□いえらぶポータル
→いえらぶポータルに物件連動を行います

□ハトマークサイト
→ハトマークサイトに物件連動を行います
ハトマーク登録画面では全ての物件を
非公開もしくは削除してください

※二重登録を避けるため、たっけんクラウドからの
連動後はハトマークサイトからの物件登録は
しないでください

□ハトらぶ
→ハトらぶに物件連動を行います

□近畿レインズ
→近畿レインズに物件連動を行います
※近畿レインズへ直接物件入力をされている
方は、物件掲載先に選択をしないで
ください

②会員限定
→すべて「一般公開」にしてください
※オプション・自社HP作成を利用の場合のみ

「会員限定」を使用

③担当者
→物件の担当者を選択してください
※担当者情報で登録したものが選択できます

④情報掲載期限
→掲載日の期限を入力します
最大2週間後まで設定ができます

・レインズの掲載期限(賃貸1ヵ月・売買3ヵ月)
は基本自動更新になりますが、自動更新の際に
上記の掲載期限が切れていると
自動更新されません

⑤レインズ情報
→掲載日や更新日が記載されます
編集はできません

8

⑤

②

①



備考・ポータル（近畿レインズ）

各ポータルサイトごとに備考などの打ち分けができます。
近畿レインズ用備考を「利用する」に変更

「基本情報よりデータを取得」をクリック
各備考欄に基本情報で生成した文章が張り付けられます。業者様向けのコメント・特記事項を記入して下さい。

9



各備考ごとで文字数の制限があるため、文章を添削して文字数を調整する

近畿レインズのポータル備考はこれで完成です。

※近畿レインズへの物件反映時間※
AM0:00出力→10:00反映
AM10:00出力→14:00反映
PM15:00出力→18:00反映
PM19:00出力→22:00反映 の4回の出力を毎日行います。

10

文字数オーバー



➉ポータル備考（ハトマークサイト）

※ハトマークサイトへの物件反映時間※
毎日PM18：00に出力を開始、翌日午前中反映になります。

連動する際は必ず「利用する」に変更

ハトマークサイトへ載せる場合は
□B to C 版(エンドユーザー様向け)

□B to B 版(業者様向け）
があるため、選択が必須となります。
※両方選択も可能です。

※重要※
アットホーム公開フラグ
ハトマークサイト経由で
アットホームサイト（エンドユーザー様向け）とＡＴＢＢ（業者向け）
に連動することができます。

※出稿希望期間を選択して「送信」を押すと課金となりますので
ご注意ください。

公開希望でない場合には、必ず「公開しない」を選択してください。

11



⑪物件掲載テスト

物件連動の前に、
反映が可能かどうかの確認テストを
行うことができます。
物件掲載テスト確認をクリック

すべて「OK」になれば物件情報が出力されます。

12

物件掲載先（P.8）で選択されている媒体へ連動が可能な状態か
判定をおこないます。

「NG」の場合はエラー部分を修正します。

【注意】の場合は、そのまま送信することもできます。



一括変更について

1.物件一覧から一括変更を行う

物件の「状態」や「記載期限」を一括で変更することができます

※初回取り込みの際に取り込んだ物件は「非公開」になっているため
一括変更で「公開」に変更をお願い致します。
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物件一覧からポータルサイトへの連動の指示出しが可能です

アイコンをクリックすると色が付き連動指示出しが完了になります。

アイコンをクリックすると色が付き連動の指示出しが完了となります

レインズへ物件情報が正常に連動していれば、「掲載中」
不備がある場合は「非掲載」と表示されます。
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その他

ホームページ物件番号


