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売買名人の特徴

・売買物件の広告活動を支援します

① 広告活動の反響管理ができます。また、結果を報告書として出力できます。
② 外観図、地図、間取り図の画像を登録し、物件案内書（ちらし）が出力できます。

・お客様にあった営業活動を支援します

① お客様の希望条件を指定し、条件に合致する物件を検索・リストアップすることができます。
② お客様毎の対応履歴が確認でき、きめ細かいフォローができます。
③ 必要な時に必要な情報をメールで送信できます。

・売買物件の契約業務を支援します

① 契約書や重要事項説明書が簡単に作成できます。
→帳票から直接データ入力をすることができる入力支援機能を搭載しています。

② 業務処理状況報告書が簡単に作成できます。
→物件毎に販促活動の履歴を業務処理報告書として作成できます。

③ 引渡後の精算業務が簡単で、売買精算書の出力もできます。
④ 物件毎の保守情報を履歴として残すことができます。



＜主な出力帳票＞
●一般媒介契約書 ●物件状況報告書
●専属媒介契約書 ●区分所有採算計画書
●専属専任媒介契約書 ●区分所有収支報告書
●業務処理状況報告書 ●土地建物採算計画書
●区分所有売買契約書 ●土地建物収支報告書
●土地建物売買契約書 ●来客受付カード
●区分所有重要事項説明書 ●売買物件引渡確認書
●土地建物重要事項説明書 ●物件案内書（ちらし）
●取引成立台帳 ●物件台帳
●付帯設備表 ●顧客基本台帳／対応履歴
●不動産購入申込書 ●顧客希望物件台帳
●簡易型売買契約書（４種類） ●鍵受領書
●支払約定書 ●解除証書
●売買精算書（売主・買主） ●年間取引集計報告書
●営業活動報告一覧印刷 ●委任状
●本人確認記録

＜管理機能＞
●顧客情報管理 ●物件情報管理
●希望物件情報管理検索 ●物件案内書（ちらし）作成
●広告活動管理機能 ●売買精算機能
●採算管理

売買名人の機能紹介



・売買名人の利用者に、一意のログインID／パスワードを発行できます。（否認防止性）

・登録データの閲覧のみしか行えず、データの更新や持ち出しを制限したD権限を作成できます。（機密性・可用性）

・ユーザーが売買名人を利用した履歴（ログイン・ログアウト）や行った処理（データの登録・削除・持ち出し）は全てログに記録さ
れます。また、ログを改ざんすることはできません。（責任追跡性）

個人情報保護法が施行され、個人情報取扱事業者には個人情報の適切な管理が義務付けられるようになりました。

売買名人のセキュリティ機能はこれに応えることができます。

個人情報保護対策



・お客様が欲しがっている物件やお客様が売りたい物件の把握など、個々のお客様に対してきめ細かい対応が可能です。
・個人情報、来店の動機、住宅を必要とする動機などを把握します。
・購入を希望している物件情報や資金状況が把握できます。

・連絡情報は顧客対応時に最も重要な機能です。
お客様一人一人に対して、対応履歴が残せるだけではなく、対応内容の文字列で検索が可能です。

＜顧客情報管理画面＞

１．顧客情報の登録



＜顧客基本情報＞ ＜顧客連絡情報＞

＜顧客希望物件情報＞ ＜顧客売却物件情報＞

・現在の持家があれば物件情報に登録。
・将来の売却物件になります。

・お客様との接触の中で気づいたことや
起こった出来事などをメモ感覚で入力。

・お客様が希望している条件を入力。
・この条件から希望物件を特定します。



・顧客への対応内容の検索を行います。
・対応日付、次回アクション日、キーワード、対応内容などでの検索が可能です。
・対応担当者毎に当日の活動記録や翌日の活動予定などが簡単に把握できます。
・検索結果は一覧表印刷が可能です。

1-1．顧客連絡情報の検索



・リストから対象の顧客を選択し、メールの送信が可能です。
・複数の顧客に同一の内容を同時に送信することができます。（同時送信機能）
・BCC（ブラインドカーボンコピー）機能を利用するため、顧客にお互いのメールアドレスが漏洩しません。

メールを送信する顧客を選択します 「メール送信」をクリックするとメールの送信ができます

1-2．顧客へのメール送信



・物件基本情報、売主情報、買主情報などを登録します。

＜物件情報管理画面＞ ＜基本情報WEB＞

＜売主情報＞ ＜買主情報＞

契約形態毎に媒介契約書を作成します。

２．売買物件の登録



・入力したデータから物件案内書（ちらし）が作成できます。
・データ登録時に間取りや外観図の画像を挿入しておけば、間単にちらしを作成することができます。
・ちらしのサイズはA4サイズで、縦向きと横向きが作成できます。
・カラー印刷が可能です。

＜物件案内書作成画面＞

2-1．物件案内書（ちらし）の作成



物件毎のメンテナンス履歴を残すことができます。

＜物件情報管理画面＞ ＜物件保守情報管理画面＞

物件保守情報一覧印刷

2-3．物件のメンテナンス情報の管理



物件種別毎に希望する条件を入力して検索します。

＜希望物件検索画面（マンション）＞ ＜希望物件詳細画面＞

検索条件を設定して【検索開始】ボタンをクリックします。
検索条件に合致した物件が表示されます。

【検索条件は物件種別毎に用意しています】

「マンション」 「一戸建」 「土地」 「事業用」

３．希望物件の検索



・重要事項説明書記載事項を登録します。
・購入申込書から売買契約書・重要事項説明書等契約時に必要な
帳票を出力します。

＜基本情報WEB画面＞ ＜物件基本情報＞

・売買代金TABでは、購入代金の他、諸費用に関して入金予定額・
入金予定日を売主／買主共に設定します。

・この設定に応じて、売買代金の精算をします。
・メニュー画面の売買精算ボタンから、精算の処理をします。
・自社物件と仲介物件の区別ができます。

＜売買代金画面＞

４．契約業務支援

・買主情報TABで購入金額(内訳）や購入条件、融資等の入力後、
契約情報TABで、契約情報を入力します。



＜媒介契約書＞ ＜売買契約書＞

＜購入申込書＞

＜重要事項説明書＞

4-1.契約書などの帳票サンプル

＜物件引渡確認書＞

※ご請求いただければサンプル帳票をお送りいたします。



・契約書・重説から直接データ入力ができますので、紙の契約書を作成するのと同様の感覚で行えます。

・書式から直接入力したデータは、物件情報として登録されます。

・物件情報を登録せず、契約書や重説を作成することができます。

書式入力画面 物件情報検索画面

物件情報詳細画面

4-2．契約書・重説からのデータ直接入力に対応



売主・買主毎に売買代金の精算を行うことができます。

＜売買精算検索画面＞

・売買契約後、精算が終わっていない物件が表示されます。

・詳細画面を開いて、入金されたら、チェックボックスにチェックを
入れていきます。チェックした日の日付が入ります。（変更可）

・予定額が全て入金されたら、済のチェックを入れます。
精算済み・・となり、ここに表示されなくなります。

＜売買精算詳細画面＞

＜売買精算書（買主）＞

4-3.売買代金の精算



広告活動やその反響の履歴を残すことができます。

＜広告活動検索画面＞

広告の時期・広告媒体・広告代・地域・数量等が表示されます。
詳細では、どの物件を広告に出したか、また、具体的な問合せ
状況を入力します。

＜広告活動詳細画面＞

５．広告活動の管理



・売買の採算計画書と実績収支報告書が作成できます。
・メインメニューで、「採算情報」ボタンをクリックして検索画面を表示します。

＜事業採算管理画面＞

６．採算計画書・収支報告書の作成



・物件情報のコピーができます。
・分譲住宅を登録する場合などデータを最初から登録する必要はありません。登録済みの物件をコピーし、
新しい物件を登録することができます。

＜物件情報のコピー＞ 開いている物件情報をコピーします

７．その他の機能

登録画像も同時にコピーできます

7-1．物件のコピー機能



JPEG、GIF、BMP、DOC、XLS、PDFファイルが挿入できます。
契約書類などのファイルを一元管理できます。

【WORD形式】

【EXCEL形式】

7-2．ファイルの挿入機能



８．ネットワークでの利用
＜ネットワーク型＞

同一店舗内において、1台のサーバ（親機：データの保存先）と複数台のクライアント（子機）でネットワークを構築し使用します。

＜WAN型＞
１つの店舗にサーバ（親機）を、複数の店舗にまたがってクライアント（子機）を設置し使用します。下図はWAN型の構築礼です。



９．動作環境

②必要なハードウェア構成

①対応OS（オペレーティングシステム）

対応 SP要件 対応 SP要件

32bit ○
64bit ○
32bit ○
64bit ○

32bit ○
64bit ○
32bit ○
64bit ○

 Standard ○ 無し

 ※一覧にないOSやOSのエディションは動作確認を行っていない為、動作を保証することができません。

 Windows 10  Windows Server 2016

 Home

無し

 Standard ○ 無し

 Pro
 Windows Server 2019

 Windows Server 2012 R2

 RT ×  Standard ○ 無し

OS OS

 Windows 8.1  Windows Server 2012

 ―

無し

 Standard ○ 無し

 Pro

プロセッサ メモリ
内部

ストレージ
インターフェース ディスプレイ 入力機器

ﾈｯﾄﾜｰｸ環境
※NW型のみ

AMD Sempron 2800+以上
または

Intel Pentium 4 2.8GHz 以上
2GB以上

システム領域
に1GB以上の

空き領域

DVD-ROM
ドライブ
または

USBポート

1024×768ピクセル
以上の解像度

1677万色表示

ポインティング
デバイス

（マウス等）

キーボード

TCP/IPプロトコル
が組み込まれた
有線LAN環境

③インストールされていることが必要なソフトウェア

• Microsoft Office XP 以降の Microsoft Office 製品（ストアアプリ版は除く）

• Microsoft SQL Server Standard Edition （※）

※合計11 ライセンス以上でご利用の場合のみに必要です。

対応するSQL Server のバージョンは弊社までお問い合わせください。

製品ご購入前に

ご質問・疑問点などは弊社営業部またはホームページより
お問合せ下さい

TEL 042-300-0028
株式会社ダンゴネット

http://www.dangonet.co.jp

まずは電話でご相談下さい


