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 誰でも
ベテラン営業にな

れる！

準備時間をぐっと
短縮！

不動産会社がお
客様との面談で

とにかく使える
！



「土地ＢＡＮＫ」は、お客様との面談でとにかく使える！

０１

物件を地図上に表記できるから…

お客様の希望物件が

あるのか一目瞭然！

見て、すぐに

分かる！

公開された物件情報を自動収集するから…

物件収集にかかる時間を

大幅に削減できる！

時短＆効率 !

２０１６年夏以降の物件情報データがあるので…

使い始めたその日から

豊富な過去情報を利用可能！

すぐに

使える！

過去のデータも地図上に表記できるから…

査定金額をお客様に

説明するのが簡単！

査定の根拠を

示せる！
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「土地ＢＡＮＫ」のREAL VOICE

株式会社美建コーポレーション
( 静岡県浜松市 )

土地バンクを導入したことで、現在の売り出し物件の情
報はもちろんのこと、各ポータルサイトから毎日最新の
情報が地図上に自動的に表示されるため、視認性が高く、
購入希望のお客様に物件を紹介する際に物件の認識漏れ
による機会損失がなくなりました。また、過去の取引事
例も自動的に蓄積されていくので、売却希望のお客様に
対して査定する場合にも、売却対象地の近隣や同じマン
ションでの成約事例が的確に表示されるため、iPad でお
客様の目の前で説明すると、これだけの成約事例を持っ
ている会社なら、すぐに売ってくれそうですねと言われ、
一発受託に結び付くケースが増えました。

アドレス株式会社
（福島県いわき市）

地図ベースで不動産情報が表示されるので感覚的に使う
ことができます。2･3 時間の実習で使いこなすことがで
きるので、新人営業マンでも顕著にわかるくらい成績が
伸びました。
小中学校区で探すお客様が多く、以前は熟練営業マンで
も学区リストから町名を検索するのが手間でした。それ
が、土地バンクでは地図上に校区を線で表示できるので、
お客様のご希望の学区内にどれだけの売り物件が出てい
るのか一目瞭然となり営業効率が大幅にアップしました。

株式会社ソロン
（佐賀県佐賀市）

各営業マンが個別に収集して来た情報を共有することが
できなくて、困っていました。
土地バンクには、地図上にメモができるので、今では各
営業マンに聞かなければ分からなかった事故物件情報や、
分譲マンションの管理人さんの名前や特性、町内会長の
住んでいる場所、現在査定中の物件情報など、営業の過
程で知った情報を地図上に入力することで、営業 1 年目
の社員でも、安心して任せられるようになりました。社
長の私も、土地バンクを見れば営業の過程が一目で管理
することができるようになりましたし、情報共有が改善
したことで営業効率が飛躍的に上がりました。

すがコーポレーション
（熊本県熊本市）

弊社では、毎朝、新着物件と価格更新物件のチェックを
しています。土地バンク導入前は、各ポータルサイト、
レインズのサイトを一つずつチェックしていました。こ
の作業だけで 1 時間は費やしていましたが、土地バンク
導入後は、土地バンク上で新着物件と価格更新のタブを
クリックするだけで全ての情報が出てくるので、それを
チェックするだけで済みます。
おかげで、新規物件情報をチェックする時間が大幅に短
縮しました。
営業の紹介スピードも上がり、広告や Web サイトへの
公開も今までより格段に早くなりました。
また、物件情報、公示地価が地図上に表示されるのでお
客様とモニターを見て対話しながら営業ができるので、
自然とお客様との距離も縮まり成約率も上がりました。

物件チェックは毎日たった５分

お客様との関係も良くなり成約数ＵＰ!

買いのチャンスロスが激減し、

売りの一発受託が増加 !

操作が簡単ですぐに活用可能

マップ表示で営業効率ＵＰ!

新人営業マンが一気に成長し、

社内の情報共有も簡単！
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土地ＢＡＮＫ活用 虎の巻
案内物件の
選定

お客様のニーズヒアリング時に、特定地点までの距離を気にされている場合（職場まで

の距離や学校までの距離など）、測量ツールの「円」を使って、特定地点からのご希望

距離内にどんな物件があるかを示す。「詳細」タブからさらに条件を絞り込んでもよい。

事前にお客様がいくつか物件を考えていた場合、距離の条件に当てはまるか当てはまら

ないかが明示しやすく、むやみやたらと案内することを防げる。

買い営業編 初回面談1

前準備で
新着物件を見る

電話などをする前に一度土地ＢＡＮＫでポータルの新着情報を確認する。紹介する物件

以外に新着で出ているのを見逃すことがなくなる。もし新着があればそのまま電話など

で連絡した際に「○日前（例：昨日）にこんな不動産も出ました！」と紹介すればよい。

この時、お客様の条件に合うものだけを絞り込まず、少し広めの条件で探して、出てき

たものを紹介すればニーズ把握などにも役立つ。

買い営業編 追客2

案内前の
クロージング

あらかじめ土地ＢＡＮＫの画面上で案内物件の周辺環境を見てもらうことで、現地マン

ションからバス停・スーパー・コンビニまでの距離を測ることもできるので、数字でも

視覚的にも知ってもらうことができる。「この立地だったら車は１台だけで良い」とい

う事になり、駐車場１台分のランニングコストを下げることができる。結果、資金計画

がピッタリと当てはまった状態で案内でき、案内後に申し込みをいただいた例も。

買い営業編 再面談3
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初回面談から、追客・再面談・クロージングまで、利用シーンごとにケーススタディを紹介。いずれも

買い付けや受託につながった事例です。お客様へのアプローチに有効な土地ＢＡＮＫ活用方法ですので、

ぜひご参考にしていただき、御社の成果につなげてください。

他社より早く
値段を伝える

一括査定からの問い合わせに対し、お電話での追客時に、大体このあたりの相場はどの

くらいなのかと聞かれ、周辺の取引事例およびポータルサイト等の過去取引事例を基に

１坪あたりの単価をその場で答える。取引された日付も踏まえながら、土地の値動きも

伝える。他社が査定に一週間程度は必要というような場合、すぐに値段を伝えることが

強力なアプローチとなり、他決止めに有効。（他社を断っていただける）

売り営業編 初回接触1

居住中での
販売の不安

「居住中での販売を考えているため、興味本位の方が多く見に来ることが不安だ」とい

うお客様に対して、土地ＢＡＮＫを使った買い営業方法を示し、購入検討のお客様にむ

やみに見せるわけではなく、条件と絞り込みを行ったうえで案内を行うことを説明し、

不安を解消することができる。

売り営業編 初回面談2

ライバル物件の
表示

査定価格や売り出し価格の提案時、同条件の販売中物件（少し幅を持たせる）を表示させ、

買主様側からどのように市場が見えるか、売主様の物件がどう見えるかを見せる。価格の

根拠や妥当性を示しやすく、受託クロージングにつなげやすい。

買主様側からどのように市場が見えるか、売主様の物件がどう見えるかを見せることで

も価格の根拠や妥当性を示しやすく、受託につながり、専任媒介契約を頂いた例も。

売り営業編 クロージング3
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土地ＢＡＮＫだけの便利な機能

「土地」「戸建」「マンション」「その他」で、不動産情報を検索でき、それぞ

れのアイコンで視覚的に表示できます。

物件検索＆表示

それぞれの不動産情報をさらに、金額、土地面積や建物面積、築年数などの

条件を組み合わせて絞込み表示させることが可能です。

絞込み表示

条件付き土地を非表示にしたり、需要の高い「ペット飼育が可能」な物件も

チェックボックスをクリックするだけで表示・非表示ができます。

建築条件付土地表示・ペット可アイコン表示／非表示切替

タブをクリックするだけで表示が可能です。小学校区・中学校区と重ねて表

示させることもできます。（一部、未対応の地域があります。2018 年現在）

小学校区表示・中学校区表示

自社・他社に関わらず成約事例を登録しておくことで、お客様宅にお伺いし

て、その場での査定が可能です。

成約事例表示

円の中心から半径１ｋｍの範囲や１０分で移動可能な範囲を、円で表示する

ことができます。

測量ツール（円を表示）

分かりにくい用途地域が地図上に表示されます。マウスカーソルを合わせる

と、その地点の用途地域をメニュー内に表示できます。

用途地域表示

洪水で河川が氾濫した場合、浸水想定区域と想定される水深を示し色別で表

示します。カーソルを合わせると、その場所の浸水深が表示されます。

河川浸水想定表示



周辺部よりも標高が低く、排水が困難な低位置帯を色別で表示します。カー

ソルを合わせると、その場所の最大浸水深さを表示します。

低位地帯表示

カーソルを合わせた箇所の町域・町名・世帯数・人口 を表示します。

町域・町名・世帯数・人口表示

地点の坪単価・㎡単価・増減率・前年比をアイコンで表示します。さらに詳

細をクリックすると、過去の価格の推移をグラフで表示できます。

地価公示表示

色が塗られている場所で危険個所を知ることができます。地図上の該当箇所

にマウスカーソルを合わせると、その箇所の情報が表示されます。

土砂災害危険箇所表示

渋滞情報・交通機関強調（道路・バス停の名称などを強調）表示ができます。

交通情報表示 

公開されている活断層図を切り替え表示することができます。

※活断層図は公開されていない地域が多くあります。

活断層図表示

バス停の位置や運行情報を表示します。 主要道路以外でも、アクセスの良さ

を判断することができます

バス運行情報表示 

周辺の公示地価や市場情報をもとに算出した町ごとの坪単価を数字で表示し

ます。表示は「公示地価」と「市場情報」の２種類から選べます。

坪単価表示

０６

土地ＢＡＮＫだけの便利な機能



過去～２０５０年までの未来の世帯数、

さらにはその核家族、高齢単身、高齢

夫婦など様々な人の動き・数を地図上

で「見る」ことができます。

- 統計情報 -
国勢調査による

人口統計が見える地図

各営業間の情報共有を地図上で行うこ

とのできる機能です。地域的な情報を

蓄積していくと、地図上で「どの部分

にどの情報があるか」が分かります。

- メモ機能 -
社内で情報を共有する

便利機能

色やイラストなどカスタムして

７万パターン以上作成できます。
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各町域ごとに自動でデータを収集

価格の履歴

地図表示

1975　年代表示

物件概要

航空写真

ストリートビュー

全国全ての公開データを自動で取り込

んでいます。販売済物件や、価格の履

歴などもわかります。

- ポータル機能 -
自動でデータを毎日収集

ＧｏｏｇｌｅＭＡＰをベースにしているた

め、通常の地図表示はもちろん、昔の

航空写真やストリートビューも実装し

ています。更新作業は不要です。

- 地図表示切替 -
多彩な地図表示で営業サポート

過去のデータも蓄積

０８
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土地ＢＡＮＫは

自動的に情報を収集しているので

「労力ゼロ」でお客様に

情報を提供できます！

土地情報を調べ尽くしたお客様や

昔から住んでいる地場のお客様でも

知らない情報を

知り得ることができます！

収集した情報のうち

新着情報だけを表示させることも可能！

お客様リストを片手に

当てはまる新着情報だけを伝えるだけで

成約率ＵＰ! !

来店顧客に

対して

追客時には…

【メモ機能】

自社実績を簡単＆スマートにアピール！

【学区＋用途地域＋バス運行情報】

他にも様々な情報を地図に表示が可能！

その他にも…

➡➡➡ 詳しくはＰ０５・Ｐ０６をチェック



「土地ＢＡＮＫ」を使って…

土地なし客を有望顧客に！

全国の

ハウスメーカー様・工務店様でも
続々  導入中 ! !

１０

土地なし客の問い合わせが多いが
土地がないから、契約に結び付かない…

他社に土地情報の量で負けて
お客様を他社に奪われてしまう…

山口県　Ｕ社様

不動産会社に土地情報を
もらうのが手間＆大変…！

で
有望顧客に！

土地ＢＡＮＫを使って、土地情報を簡単
に手に入れることができるようになりま
した。土地ＢＡＮＫを導入してから１カ
月で２件も受注を獲得できました！



 今日からあなたも

土地情報マスタ
ー！

土地なし客も契
約へ繋ぐ！

ハウスメーカー
のための売上Ｕ

Ｐ⤴⤴専用ツー
ル
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