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1.ご利用の流れと機能  サガシバで何ができるのか 

1-1. ご利用の流れ 

 

 

 

  

まずはじめに 

すること 

さらに使いこなす 

スタンダードプラン 

（有料） 

企業情報を登録する 

製品・工法を掲載する 

製品カタログを登録する 

顧客情報取得 

PR メッセージ送付 
 

マイページにメンバーを招待する 

成果情報を分析する 

通知設定 
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1-2. マイページについて 

マイページメニューからできることの一覧です。 

 

  

ログイン後のトップページです。 

新着情報と自社の企業情報、成果情報を見ることができます。 

自社の企業情報を登録・編集できます。 

製品のカタログを登録・管理できます。 

製品・技術情報の登録及び編集を行うことができます。 

掲載製品に届いたお問い合わせを管理できます。 

会員に PR メッセージを送ることができます。 

問い合わせやカタログダウンロードを行った会員の情報を管理できます。 

相談広場通知キーワード設定はこちらから 

相談広場・匠の野帳・製品技術情報につけたお気に入りを管理できます。 

各種設定（アドレス、パスワード、通知管理）の編集ができます。 

契約プランの確認ができます。 

操作手順書の閲覧はこちらから 
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2. 基本情報の登録  まずはじめにすること 

2-1. 基本情報の登録 

企業情報管理 

マイページの［企業情報管理］をクリックしてください。 

 
 

企業情報の編集 

［編集する］ボタンをクリックしてください。 

 
  



『サガシバ』 掲載企業様用ご利用ガイド 

 

 6 / 34   

 

企業情報の登録① 

項目に従い、企業情報を入力してください。 

必須項目以外も企業ページでは表示されます。 

特にロゴマークとトップ紹介画像は登録を推奨しております。 
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企業情報の登録② 

紹介文は 1000 文字まで入力可能です。 

入力が完了したら［設定保存］ボタンをクリックしてください。 
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2-2. 製品情報の登録 

製品技術管理 

マイページの［製品・技術管理］をクリックしてください。 

 

製品情報の新規追加 

［新規追加］ボタンをクリックしてください。 
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製品情報の登録① 

製品情報を登録してください。 

 
【公開ステータス】 

非公開の場合は『サガシバ』上で表示されません。 

デフォルトで非公開になっているため、ご注意ください。 

【カテゴリ】 

工種及び資材・機材のジャンルを選択肢から選んでください。 

【タグ】 

製品情報に関連するタグを選択肢から選んで付けることができます。 

【画像】 

製品画像を 4 点まで登録することができます。 

 （JPEG もしくは PNG画像で横 600×縦 450px以上の 4：3横長を推奨します） 

【カタログ】 

製品ごとに【カタログ管理】画面で登録したカタログ情報の紐付けができます。 

※先にカタログ情報を登録しておく必要があります（こちら）。 
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製品情報の登録② 

製品情報の入力後、［更新］ボタンをクリックしてください。 

 
 

【製品概要】 

 製品についての概要を入力してください。（1,000文字以内） 

【価格帯】 

 製品の価格を登録することができます。 

無記入の場合、［お問い合わせください］と表示されます。 

【採用実績】 

「年度」「地域」「発注者」「工種/工事」「数量」「単位」の各項目に情報を入力してください。 

 ［＋追加］をクリックすると行を増やすことができます。 

【NETIS登録】 

 NETIS登録がされている製品に関しては、登録№を入力してください。 

【代替となる工種・単価】 

積算基準の工種から、代替となる工種・単価がある場合は選択肢の中から設定してください。 

【問い合わせ時に通知を受け取る】 

 ユーザーから問い合わせがあった際に、メール通知を受け取るか否かを選択できます。 
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＜Point！＞ 

 

製品概要は伝えたい内容を箇条書きにし、 

 

▼概要 

・・・・・・・・・・・・ 

▼用途 

・・・・・・・・・・・・ 

▼特徴 

・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 
 

このように整理して記入していただくと見やすく、伝わりやすくなります。 
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2-3. カタログの登録 

カタログのアップロード 

［カタログ管理］をクリックしてください。 

 
 

［ファイルを選択］ボタンをクリックし、登録したいカタログを選択してください。 

・最大 30 点まで ・最大 30MB まで ・PDF のみ対応 
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カタログ情報の新規登録 

・サムネイルの画像を登録することができます。（必須ではありません） 

・カタログの説明文を入力し、［新規登録］ボタンをクリックしてください。 

【概要】欄にカタログの説明文を入力します。 

［カタログをダウンロードする］ボタンにマウスをあてると表示される説明文です。 

100 文字以内 

 
 

※カタログを設定するには製品情報とカタログ情報の紐付けが必要です。 

※先にカタログ情報を登録しておくことで作業がスムーズに進みます。 
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2-4. お問い合わせ対応 

お問い合わせ内容の通知 

『サガシバ』会員より掲載製品にお問い合わせが来た場合、 

メールとマイページの新着情報にお問い合わせの通知が届きます。 

通知メールには問い合わせをされた会員の企業名、氏名、電話番号、メールアドレスが記載

されています。 
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お問い合わせ内容の一覧 

マイページメニュー［お問い合わせ管理］にて、お問い合わせ内容が一覧表示されます。 

上部の検索メニューで絞り込みを行うこともできます。 

右端の［返信］ボタンをクリックし、内容を確認します。 
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お問い合わせ内容への返信 

返信はチャット形式です。返信フォームに入力してください。 
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3.便利な機能  さらに使いこなす 

3-1. メンバー招待 

メンバー招待の流れ 

社内のメンバーを招待することで、『サガシバ』を複数人で管理できます。 

マイページ［企業情報管理］にて、［会員招待］ボタンをクリックしてください。 

1 人目の登録会員様からのみ招待可能です。 

 
 

招待したい方のメールアドレスを入力して送信してください。 
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招待されたメンバー側の作業 

メール受信側で以下の作業を実施してください。 

通知メール内 URLをクリック 

前頁で登録したメールアドレスに届く URL をクリックしてください。 

 

登録内容入力 

登録内容を入力し、規約を確認して［同意する］ボタンをクリックしてください。 
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登録完了 

 
 

管理者承認・ログイン確認 

招待を行った会員様が［企業情報管理］に戻り、［会員招待］をクリックすると 

新しく登録された会員が表示されます。［本登録］ボタンをクリックしてください。 

※1 人目の登録会員様からのみ承認可 

 
 

本登録後、招待された側でログインできるか確認してください。 

https://marketing.sagashiba.jp/ 

  

https://marketing.sagashiba.jp/
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3-2. 成果情報の見方 

成果情報 

掲載製品の PV 数やカタログダウンロード数といったデータを確認できる機能です。 

マイページトップから見ることができます。 
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3-3. メール通知設定 

下記 3 種類のメール通知の受信可否について設定を変更することができます。 

・定期連絡メール 

（カタログダウンロード数などの成果情報が届きます。スタンダードプランのみ） 

・問い合わせ通知（2-4 参照） 

・相談広場キーワード（5-5 参照） 

マイページ［アカウント設定］下部よりチェックボックスの入力を行ってください。 
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4.スタンダードプランのご紹介 

4-1. スタンダードプランとは 

『サガシバ』では、用途に合わせて２つの掲載プランをご用意しています。  

 

エントリープラン ※登録時はこちらのプランです 

貴社の製品・工法・サービスを掲載し、PRすることができる無料のプランです。  

「製品・技術情報の掲載」「製品お問い合わせ獲得」などの基本機能をご利用いただけます。 
 

スタンダードプラン ※ご興味のある方はこちらの問い合わせ先までご連絡ください。 

サガシバに集まる業界関係者が抱えているニーズや課題に対して、 

様々な角度からアプローチできる費用対効果に優れた有料プランです。 

・カタログダウンロードをした会員の情報（氏名・会社名・連絡先等）を確認できるため、

電話やメールでの直接アプローチが可能です。 

・製品ページを閲覧した会員へ、『サガシバ』内で PRメッセージを送付できます。 

機能・サービス エントリープラン スタンダードプラン 

価格 0円 60万円（税抜き）/年 

集客・PR機能   

製品概要（紹介文） ○ ○ 

カタログ提供 ○ ○ 

採用実績表示 ○ ○ 

優遇掲載・上位表示 × ○ 

顧客アプローチ・引き合い獲得   

製品お問い合わせ獲得 ○ ○ 

カタログ DL会員の情報取得 × ○ 

閲覧会員への PRメッセージ × ○ 

相談広場への直接回答 × ○ 

分析・サポート   

成果情報の確認 △ ○ 
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4-2. 機能 1 顧客情報の取得 

エントリープランでは製品問い合わせを行ったユーザーの情報を取得できますが、 

スタンダードプランでは、問い合わせに加えカタログをダウンロードしたユーザーの情報を 

取得・管理することができます。 

マイページメニュー［顧客リスト管理］をクリックしてください。 
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顧客リスト管理及び検索・絞り込み 

下記のような形でカタログダウンロードユーザーと問い合わせユーザーの情報を 

一覧で管理することができます。検索・絞り込みも可能です。 

 

氏名のリンクをクリックすると詳細な情報を確認することができます（次ページ）。 
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顧客情報の詳細 

顧客リスト管理から詳細に遷移し、メールアドレスや電話番号などの詳細な顧客情報を 

確認することができます。 
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4-3. 機能 2 PRメッセージの送付 

スタンダードプランでは、製品ページを閲覧したユーザーに対して PRメッセージを 

送ることができます。 

※1製品につき 30日に 1回のみ送付が可能。 

マイページメニュー［メッセージ送付管理］から、［PRメッセージ新規作成］を 

クリックしてください。 
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PRメッセージ新規作成 

PRメッセージ新規作成画面にて、送付対象を絞り込んでください。 

対象製品、期間、カタログ DL の有無、閲覧回数、業種、エリア、 

過去のメッセージ送付回数などで絞り込むことが可能です。 
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絞り込みの結果、該当するユーザーを抽出できました。 

［この対象にメッセージを送る］をクリックし、送信画面へ進んでください。 

 

PRメッセージの送信 

フォーマットに従い PR メッセージを入力し、送信してください。 

PRメッセージへの返信として、匿名の問い合わせを受け付けるかどうかを設定できます。 
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送信完了後、［メッセージ送付管理］のトップに送信履歴が表示されます。 

 

匿名問い合わせの受付 

送付した PRメッセージには、返信という形で問い合わせが届く場合があります。 

送付時に設定を行うことで、匿名での問い合わせを受け付けることも可能です。 

PRメッセージへの問い合わせの対応については、［お問い合わせ管理］から返信ができま

す。 
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お問い合わせ管理詳細より、問い合わせ内容を確認してください。 

匿名のため企業名や個人名、連絡先は表示されず、業種、職種、エリアのみが表示されま

す。下部の返信フォームより返信してください。 
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4-4. 機能 3 相談広場キーワード通知 

相談広場通知キーワードの設定 

設定したキーワードが相談広場の投稿に含まれていた場合、メール通知が届く機能です。 

掲載企業様は相談広場の投稿へ自社製品・技術に関する提案が可能となっています。 

キーワードを設定しておくことで、掲載製品と関係のある質問が投稿されたことがすぐにわ

かります。 

 

① 「相談広場管理」メニューの「相談広場キーワード管理」を開きます。 

 
 

② キーワードは５つまで入力できます。入力文字数は１つにつき２～２０字までです。 

入力が完了したら［更新する］ボタンをクリックして設定完了です。 
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キーワード通知メール 

メールとマイページの新着情報に相談広場へのキーワード通知が届きます。 

メールに記載の「■投稿内容」URL ページ、また新着情報のお知らせから 

相談広場へアクセス可能です。 
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相談広場への提案 

メールに記載の「■投稿内容」URL ページ、または新着情報のお知らせから相談広場へアク

セス可能です。 

投稿内容をご確認いただき、掲載製品・技術と関連があればコメントをお願い致します。 

※企業名を表示した状態での提案となります。 

「相談広場管理」に投稿履歴が残ります。 
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5. お問い合わせ 

 
 
 
 
 
 

 

＜お問合せ先＞ 

事業企画部 事業推進グループ  

電話番号： 03-5348-3720（担当：サガシバ 小池・片桐） 

受付時間： 9：00～18：00（土日祝日を除く） 

メールアドレス：sg-support@sagashiba.jp 


