営業スタッフの得意物

機能など︒

産会社を検索 ンドユーザーからの投票

スは︑﹃いえ

社は部屋探しを本気で考
えているユーザーと直接
やりとりでき︑来店︑成
約へつながりやすくな
る︒利用できる不動産会

実︒例えば﹃聞取りで
探す﹄ ﹃こだわりの設

備﹄など見出しを差し
込めるようになった︒

た︒ユーザーの操作が に表示できるようにし ユーザーが見やすいペ
簡単に行えるようにな た︒より多くの情報発 ージになる︒

ー機能も充実︒取り扱 検索機能が追加された︒
PC版の機能も充
不動産会社向けにホ い物件の特徴がモバイ
ームページ作成ツール ル版でもPC同様に一 実︒トップページの物
﹃リブロ﹄の開発︑販 目で分かるようになっ 件の写真や詳細を3列

売を行っているスラッ
シュ︵東京都港区︶︒

この他︑GOOgl

貼付の操作が簡単にな も充実させた︒

信が行える︒

利用店舗数を順調に伸 ったのだ︒
物件一覧画面に外観
ばしており︑現在50
写真も反映できるよう
0店舗以上︒
今回︑オプション機 になった︒今までは文
能で利用できる﹃リブ 字情報だけの一覧画面

ナー設置が簡単に行え と低価格︒

﹃ホームバリ
ナミキ︵東京都板橋 ア﹄を利用し
ている︒同商

区︶が展開している賃

﹃サンヴィア

日本のように

隣︑近所で注意

し︑防犯を行う

ことが困難にな

っています︒そ

ブルを未然に防ぐ︒また︑

管理会社が協力し︑トラ

犯設備を導入し

賃貸住宅内に防

うなるとやはり

長期修繕計画については

グコストが不要

という3つの大

きなメリットが

ある︒

システムの操

作は︑パソコン︑

携帯電話で行え

る︒外出中に異

常があった場合

は︑警告音で威

嚇する︒その後

は︑携帯電話に

異常を知らせる

メールが送信さ

れる︒

﹁ジーコムの

﹃ホームバリ納
ア﹄を選んだ理は
由は︑犯罪が起ら

ごったときに威

嚇サイレンを鳴人
らすこと︑また︑臍

異常があったこ評

察官と一緒に家に行くい
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間進常務取締役︶

のです﹂ ︵同社 佐久 ば自宅に帰るときに警卜

ならない責務だと思う ということを察知すれ毒

る管理会社︑オーナー す︒外出しているときT
の最低限やらなければ でも部屋に異常がある厭

す︒防犯設備の導入と 知らせることができる製
いうのは住宅を提供す ところがポイントで為

なくてはと考えたので とを入居者にメールでは

る専門家集団だ︒
主宰の井口浩司社長

不要︑ランニン

貸住宅シリーズ﹃サン 品は︑配線工
ヴィアーレ﹄が好調だ︒ 事が不要︑設置工事が

ーレ﹄は安定し

た入居率を維持

するために特徴

リーズは10月か

っている︒同シ

のある展開にな

った︒リンク先のUR

ホームセキュリ

ら新たな設備︑

ます︒一苫前の

に見えてわかり

きているのが目

な犯罪が増えて

﹁近年︑凶悪

標準化した︒

ティシステムを

Lを入力することで物 用が3万円︑月額利用

社プロデュー

′賃貸管理会

件リクエストなどのバ 料金が1万5000円

同システムは初期費

を追加︒トップページ 機能や近年︑注目され
を中心に画像やバナー ている会社椙介ページ

イメージBOX機能 eストリートビューの

ロ モバイル﹄の機能 であったが︑外観写真
を強化した︒物件情報 を表示することにより
などの入力作業はPC 物件の様子が把握しや
版への入力のみで手間 すくなったという︒

、1

一句■1ト、・d■tF

・W一、、・肌

は︑達人会誕生の経緯を

1級建築士による建物診
次のように語る︒
﹁将来に向けて不安を 断などで賃貸経営をサポ
抱えているオーナーさん ートしていく考え︒今後︑
が多い中︑相続税増税︑ 勉強会や相談会︑セミナ

空室激化︑家賃滞納とい ー等を通じて解決の場を
った問題も多数噴出して 提供していく計画だ︒告
います︒今後︑専門家と 知は達人会HPで行って
の協力は必要不可欠︒い いく︒

ホームセキュリティ搭載型賃貸住宅発表

和談掲示板﹄︒ 件・不動産キャリアなど
動産会社に直 の業務に直結する情報だ

社は同社の﹃不動産検索
Lab﹄を利用している
企業︒さらに同社では
﹃いえらぶ﹄の認知度向

に関する質問 けでなく︑■趣味や特技を
える掲示板サ 自由に項目設定でき︑オ

ームページ構 ッフ紹介ページを作成す

上を目指し︑1月中旬か
らCMを流す予定だ︒

リジナリティのあるスタ

不動産検索し ることができる︒
用している会 他に︑運営している物

高くすることが目的の一
つです﹂ ︵同社 岩名泰

▲アパマン達人会のHP

門家で組織する〝アパマ ートナーや企業の力に掛
ン経営達人会″を発足さ かっていると思います﹂
多発する家賃滞納問題
せた︒オーナーからの悩
みにワンストップで応え については法律のプロ︑

藤嶋∴︑∵
税理士︑一級建築士など︑
不動産や建物に関する専 えるかは︑信頼できるパ

たび弁護士や

央区︶は︑この

ス︵東京都中

プロデュース
（東京都中央区）
井口浩司社長（39）

﹁CMで露出度を高め︑
きる機能だ︒ 件検索サイト﹃いえらぶ﹄
面から質問に の新コンテンツが1 2月に 利用不動産会社の反響を

形式になって 追加された︒新サービス
回答数に応じ は﹃いえらぶお部屋探し

介社長︶

︵不動産会社︶に部屋を

会社のスタッ 相談室﹄だ︒ユーザーが
ンキング形式 希望条件を登録し︑プロ

る︒質問する

きる︑インターネットで
物件検索サイト﹃賃貸 集客する手法を公開︒
360︒﹄の運営や不動
﹁どうすれば自社ホーム
産会社向けホームページ ページで集客できるか
制作ツール﹃タウン36 ？﹂ ﹁他サイトと競合し
ないSEO戦略﹂ ﹁今す
0︒﹄の開発︑販売を行
っているユニテディア ぐできる！オリジナルコ

弁護士や税理士など専門家集団の会を発足

常た用たいでネな

ウペりスだび目の

ト

住まい探しに 探してもらうことができ

ラインナップが充実

掲載数は約36万件︒同社が提供し

ンテンツの作り方﹂など
︵東京都千代田区︶︒
﹃タウン360︒﹄の の5つのカテゴリーで編
販売に伴い︑自社ホーム 集︒
ページ活用に役立つガイ さらに﹃タウン3針
ドブック︵小冊子︶ ﹃プ 0︒﹄がバージョンアッ
ロが伝えるホームページ プした︒CSVデータで
集客法﹁これからの不動 の入稿︑アップロードが
産ホームページ運用ガイ 可能なった︒また︑Fシ
ステム社の﹁楽楽賃貸E
ドブック﹂﹄を希望の不
動産会社に無料で進呈し BS﹂とデータ連携機能
も追加︒﹁楽楽賃貸EB
ている︒
ガイドブックは︑同社 S﹂で管理している物件
の将積健士社長が制作し 情報を﹁タウン360︒﹂
た︒初めてHP作成に取 に反映することができ
り組む人もすぐに実践で る
︒
．

プロデュース
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ている﹃不動産検索Lab﹄を利

用している不動産会社は登録が無

料︒
砂見て不動産会社を検索するサ

イト﹃いえらぶ不動産会社検索﹄

を2010年の11月にリリースし

た︒同サイトは︑全国の不動産会

社を沿線・住所・地図から検索す

るもの︒同サイトは全ての不動産

会社は︑無料で登録できるのが特

徴︒また︑登録するだけで自社H

PのSEO効果が得られるのが不

動産会社の大きなメリット︒

ユニテデイア

