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1 ザ・ビジネスモールについて

●「登録団体」がすべての会員情報を登録するわけではありませんので、会員として加入さ
れる際には、「ザ・ビジネスモール」への掲載希望について連絡しておいた方がいいでしょ
う。

●「登録団体」を退会されると、ザ・ビジネスモールに参加する資格もなくなりますので、
ザ・ビジネスモールから情報は抹消されます。

ザ・ビジネスモールにご関心のある方は、まずは、最寄りの商工会議所・商工会にお問合せ

1998年10月 平成10年度通産省（現経済産業省）補正事業「先進的情報システム開発事業」に
　　　　　「中小企業向け取引支援等広域情報ネットワークシステム」として採択される
1999年 8月 近畿商工会議所連合会で「近畿ビジネスモール」として検討開始
2000年 2月 「ザ・ビジネスモール」に改称（※商標登録済）し、全国に展開
2000年 8月 第１次サイト・リニューアルを実施
2000年10月 ５つの電子市場と提携し、サービス開始
2001年 8月 「ＥＣビジネス体感フェア」開催
2002年 8月 第２次サイト・リニューアルを実施
2004年 3月 ザ・商談モールサービス開始
2008年 9月 第３次サイト・リニューアルを実施
2009年 9月　「プレミアム・メンバー」サービスの提供開始

ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所などが共同運営する企業情報サイトです。
参加する商工会議所や商工会（「登録団体」と呼んでいます）が、所属する会員企業のビジネスチャン
スを拡大させ、企業経営をバックアップするのが最大の目的です。
ホームページをすでにお持ちの企業、まだお持ちでない企業でも、新たなビジネスのきっかけが生まれ
るように、ザ・ビジネスモールを企画・運営しておりますので、積極的にご活用ください！

3 （ご参考）　「ザ・ビジネスモール」のこれまでの活動経緯

「登録団体」に加入したら必ず登録されるの？　　「登録団体」を退会したらどうなるの？

ザ・ビジネスモールの運営に参加している登録団体（商工会議所・商工会）に入会されている方は無料
でご利用できます。商工会議所・商工会に入会されていない方はご利用できませんので、この機会に
ぜひ入会をご検討ください。

　＜無料で利用できるサービス＞
　●企業情報データベースのＰＲ情報登録
　●ザ・商談モール

　＜メンバー優待で利用できるサービス＞
　●提携サービスの利用

1 商工会議所がつくった日本 大級の企業情報サイト！

2 「登録団体」に所属している会員なら、「無料」で活用できます！

２００９年秋から、「プレミアム・メン
バー」サービスの提供を開始しま
した！

さらに一歩進んで、ザ・ビジネス
モールを活用したい企業の方は、
要チェックですよ！

(1)ザ・ビジネスモールについて



ザ・商談モールの
「買い手」「売り手」

として活用しましょう

ザ・ビジネスモールを
広告媒体

として活用しましょう

企業データベースに
企業情報やＰＲ、

ホームページのＵＲＬ
を登録しましょう

企業データベースに
商品やサービスの

ＰＲ情報
を登録しましょう

2

［企業検索］で
企業データベースを

検索しましょう

［ＰＲ一覧］から
商品・サービス情報

を検索しましょう

ザ・ビジネスモール使い方ガイド

地域や規模、業種を絞
りこんで、信用できる
新たな取引先を探す方
法は無いのか？

取り扱い商品を確認し、
企業の規模を問わず、オ
ンリーワンな企業と取引
ができればと考えていま
す。

わが社はもっとＰＲすべ
きです。とくにホーム
ページへのアクセスを増
やすためには、信頼でき
るサイトとリンクするこ
とが重要です。

資材を調達するにあたって
は、数社から見積りを集めて
比較してもらえないか。調達
方法を効率化して、少しでも
コストを減らしたいんだよ。

企業向けの商品の広告で
すね。広告料金も安く、
掲載効果が期待できる
ウェブサイトとメールマ
ガジンをもった企業情報
サイトがあります。商工
会議所運営だから信頼で
きますよ。

(2)ザ・ビジネスモール使い方ガイド



3 ザ・ビジネスモールの使い方①

自社ホームページをお持ちの方は、ザ・ビジネスモール
に、自社サイトのＵＲＬを登録してみてください。

Google（グーグル）やYahoo！（ヤフー）といった検索エン
ジンで検索上位に表示される効果が期待でき（ＳＥＯ対
策）自社サイトのアクセスアップにつながる可能性が高ま
ります。

3

「データベース型検索」と、「ロボット型検
索」の２つの検索システムで、企業情報
の検索に威力を発揮します。

つまり、自社が検索される可能性も高くな
るということですね。

※ロボット検索にはYahoo! Japanの
Yahoo Search APIを利用しています

ザ・ビジネスモールで何ができるかを簡単にご紹介！　

ホームページをお持ちでない企業様は、ザ・ビジネスモール
を簡易ホームページとしてご利用ください。

企業概要（社名、住所、資本金など）と、企業ＰＲ文章を掲
載できます。

また、商品や設備などを画像つきで紹介もでき、まずはお金
をかけずに効果を試したいという方にぴったりです。

【使い方③】　強力な企業検索システム取引先を探しましょう！

1 【使い方①】　自社のカンタンなホームページとして利用しましょう！

2 【使い方②】　自社ホームページのアクセスアップにつなげましょう！

ザ・ビジネスモールの
サイト評価がとても高
いことが、ＳＥＯによい
影響を与えているの
かも。

(3)ザ・ビジネスモールの使い方①



ザ・ビジネスモールでは、企業のニーズに合うサービス企業と、厳密な審査の上、サービス提携を行っ
ています。

「提携サービス」には、いわゆるマーケットプレイスとよばれる電子商取引市場や、与信管理や会計支援
といった情報サービスなど、中小企業がインターネットを活用するのに必要な外部サービスなどがあり、
ザ・ビジネスモールメンバーには、優待特典つきでご利用いただけるようにしています。

詳しくは、「提携サービス」のメニューからご確認ください。

4 【使い方④】　ザ・商談モールで一括見積り依頼、見積り応答！

5

商取引に積極的に参加することもできます！　

【使い方⑤】　各種提携サービスが会員特典つきで利用できます！

ザ・ビジネスモール内の一括見積り機能『ザ・商談モール』では、

買いたい案件を掲載し、複数の企業に見積りを依頼する「買い手」と、受注を希望する「売り手」の両方
の機能が利用できます。

「買い手」企業が掲載した内容は、登録している「売り手」企業にメールで一斉に配信され、
その案件に応じた「売り手」企業から、「買い手」企業に返答をする仕組みです。

また、「買い手」の掲載は匿名にしていますので、想定しない売り込みの心配などはありません。

詳しくは、「ザ・商談モール」のマニュアルをご覧下さい。

4 ザ・ビジネスモールの使い方②

(4)ザ・ビジネスモールの使い方②



仮登録が完了しましたら、登録団体にて、会員情報の内容に相違
がないかを確認します。

企業情報・担当者情報などに間違いが無ければ、登録者宛に、
メールにて、登録完了の通知が届きます。

B-mall ID　が届きましたら、ザ・ビジネスモールのメンバーとして、
ビジネスチャンスの獲得をめざして、積極的にご活用ください！

③　登録の有無を確認

④　必要情報の入力

⑤　仮登録の完了

⑥　本完了の通知

すでに、登録団体により一括で自社の企業情報が登録されている
場合がありますので、その有無を検索して確認します。

すでに登録されていた場合　→　「ユーザーの新規登録」へ
登録されていなかった場合　→　「企業情報・担当者情報」登録へ

②　登録団体の選択

※加入する商工会議所・商工会等が、「B-mall登録団体」に加入していない場合

※貴社が、商工会議所・商工会等に加入していない場合

2 手順にそって、「B-mall ID」を取得します

ザ・ビジネスモールにある「利用規約」をご確認の上、ID取得のた
めの手続きに進みます。

「B-mall登録団体（運営に参加している商工会議所）一覧」から所
属する商工会議所等をクリックします。

①　利用規約の承諾

●貴社（または個人事業主様）が商工会議所・商工会等に会員として入会していること
●その商工会議所・商工会等が「B-mall登録団体」として、ザ・ビジネスモールの運営に
　 参加していること

登録団体への参加は任意ですので、ザ・ビジネスモールへの参加を促していただくなど
ご要望をお伝えください。ザ・ビジネスモール事務局からも参加依頼をいたします。

最寄りの商工会議所・商工会等がザ・ビジネスモールに参加されているかをご確認の上、
会員としてご加入いただくことをオススメします。

「B-mall ID」を取得するためには、次の２つの条件を満たしている必要があります。

1 「B-mall ID」を取得するための条件をご確認ください

5 B-mall IDを取得する（ユーザー登録）

(5)B-mall IDを取得する（ユーザー登録）



2 『マイページ』画面が、企業の管理者専用ページです

6

1 取得した　「B-mall　ID」で、ログインする

ログインとマイページについて

①ザ・ビジネスモールのトップページにある『ログイン画面へ』を
　 クリックします。

②ログイン専用ページに移動しますので、そこに取得した
　　『B-mall』と『パスワード』を入力し、『ログイン』ボタンをクリック
　 します。

③正常にログインできましたら、『マイページ』画面に移動します。

担当者名やメールアドレスなどの「担当者情報の変更」や、「パスワードの変更」ができます。

②　ＰＲ情報の登録・更新

③　商談機能（ザ・商談モールのご利用）

④　担当者情報やパスワードの変更

自社の企業情報を変更できます。変更は登録団体にて確認してからとなりますので、１週間程
度かかる場合もあります。

商品や設備、サービスなどを画像つきで、１０商品までＰＲできます。

＜買い手機能＞
　　買いたい案件の登録や、届いた提案への返答、商談掲示板などはこちらです。

＜売り手機能＞
　　 案件へ提出した提案の結果や、商談掲示板などはこちらです。

マイページでは、ユーザー登録者により、できるメニューが表示されます。

①　企業情報の変更

なるほど。企業情報が変
更できてしまうから、
１企業に１ユーザーしか
B-mall ＩＤを取得できな
いんだな。

(6)ログインとマイページについて



7 企業情報の変更～企業ＰＲ～

2 企業ＰＲは、「自社の強み」などをわかりやすくアピールしましょう！

①ザ・ビジネスモールに「ログイン」し、 「マイページ」を開きま
   す。
②メニューの中から、「企業情報の変更」をクリックします。
③変更・追加したい項目の情報を更新します。
④［次へ（確認画面）］ボタンをクリックします。
⑤変更する場合は、［実行］ボタンをクリックします。
⑥変更処理は、登録団体にて行い、承認されるまでお待ちく
　 ださい。

1 企業情報の変更は、「マイページ」から申請します

【重要】企業名など重要な項目の変更は、会員と
しての登録情報ですので、別途、登録団体に変
更手続きを行うようにしましょう。

「電話番号」「FAX番号」の公開・非公開を選択す
ることができます。メールでの問合せを受ける場
合は、メールアドレスを登録しておきましょう。

【ＵＲＬ】
自社のホームページをお持ちの場合は、ＵＲＬ欄
にアドレスを登録しましょう。アクセスアップが期待
できます。

【企業ＰＲ】
企業ＰＲ情報を５００文字以内で入力できます。
自社の強みやブランド名、ビジネスにつながる重
要なキーワードを盛り込みながら、わかりやすく伝
えるように掲載しましょう。

企業データベースで公開さ
れる情報だから、
正しいのはもちろん、
問合せが来るように、しっか
りＰＲしておこう！

(7)企業情報の変更～企業PR～



ＰＲ情報～わが社の自慢～

2 「わが社の自慢」ＰＲ情報は、ボタン１つで並べ替えできます！

①「ログイン」後、「マイページ」から「ＰＲ情報の登録・更新」をクリックします。
②ＰＲ情報を新たに追加する場合は、「新規追加」をクリックします。
③ＰＲ情報を変更する場合は、変更したいＰＲ情報の欄にある「編集」をクリックします。
④更新された情報は、すぐに反映されます。

8

1 １商品につき、１画像、１０商品、リンク先まで掲載できます！

【画像】
1アイテムにつき1つ、画像を掲載できます。
画像を掲載すると、トップページや企業検索画面
で、ランダムで表示されるので、画像による視覚
効果でアピール度が上がります。

［参照］ボタンをクリックし、登録したい画像ファイ
ル（jpegやgif,bmpなど）を選択します。

【タイトル】
ＳＥＯ対策として も重要な部分でもあります。
Yahoo!やGoogleなどの検索で効果のあるキー
ワードを盛り込んでタイトルをつけてみましょう。

【詳細ＵＲＬ】
商品紹介などのホームページをお持ちの場合
は、ＵＲＬ欄にそのアドレスを登録しましょう。直接
販売できるページなら購入につながることも。

【 後に確認】
掲載内容に問題が無ければ、［更新］ボタ
ンをクリック。データを削除する場合は、［削
除］ボタンをクリックします。

詳細なコメントは、
1000文字まで！

［上へ］［下へ］ボタンをク
リックするだけで、ＰＲ情報
の表示順を入れ替えるこ
とができます。
アピールしたい順に並べる
といいでしょう！

(8)PR情報～わが社の自慢～



　

「ザ・商談モール」とは、ザ・ビジネスモールの１サービスとして提供する、「インターネット上に設けた取
引先探しの場」です。　ザ・ビジネスモールのユーザーは、無料でご利用いただくことができます。

【ポイント①】　「買い手」企業は、スピーディーに取引先（「売り手」）を探すことができます

　商品やサービス、技術等の提供してほしいという注文者側（買い手）のニーズを「買い手案件」として
　登録することで、「売り手」として登録している企業に対し、一斉に提案や見積りの依頼ができるとい
　う仕組みです。時間を効率よく使って、取引先を見つけることができます。

【ポイント②】　「買い手」企業は、匿名で提案や見積り依頼ができます

　案件を出す際、「買い手」の企業は匿名とされますので、企業の規模や知名度などで、提案を受け
　られないといったことはありません。案件を明確に提示することが、具体的な提案を受けられること
　につながります。

【ポイント③】　「買い手」も「売り手」もザ・ビジネスモールのメンバーです

　「買い手」も「売り手」もすべて、ザ・ビジネスモールに登録している企業ですので、商工会議所・商
　工会会員として加入されていますが、実際の取引を行われる際は、通常の取引同様、商談される
　よう自己責任において行ってください。

2 「ザ・商談モール」を上手に使う２つのポイント

「買い手」として利用する　→　「買いたい案件」を出すことで、仕入先や外注先を探し、良い商品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やサービス、技術提供を受けるパートナーを探すことができます。

「売り手」として利用する　→　「買いたい案件」に応答することで、自社を売り込むことができ、新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たな取引先を見つけることができます。

1 「ザ・商談モール」の３つのポイント

9 「ザ・商談モール」について

買い手 売り手

(9)【ザ・商談モール】ザ・商談モールについて



買いたい案件（仕入先や外注先募集の情報）を掲載すると、売り手企業から、提案・見積りが届
き、気に入った相手とだけ商談に進むことができます。提案・見積りの前に質問を受けることがで
きる、相手先との専用商談掲示板を利用できる、など、豊富な機能が利用できます。

　・販売店・取次店募集
　・成功報酬（固定報酬が発生しない）案件
　・物品の販売
　・社員・アルバイトなどの人材募集
　・マルチ商法的な案件
　・公序良俗に反する依頼
にはご利用いただけません。詳しくは事務局までお問い合わせください。

●詳細は決まっていないので、すぐに打合せをしたい。
●メールやサイト上でのやりとりよりも、電話で連絡したい。

①直接、売り手企業に見積りを依頼する方法　⇒　「14.買いたい案件～直接依頼」へ

　「高機能」バージョンの特長　　⇒　　「12.買いたい案件～高機能版」を参照

　「簡単」バージョンの特長　　　⇒　　「15.買いたい案件～簡単版」を参照

買いたい案件（仕入先や外注先募集の情報）を掲載すると、売り手企業から電話やメールで連絡
がきます。

①提案、見積りをしてもらいやすいように、要件を明確にしましょう！

②「買いたい案件」として掲載できない案件がありますので、ご注意下さい！

2 直接依頼するか、「高機能」＆「簡単」のバージョンを使い分ける

案件内容がわかりにくいと、期待する提案や見積りが届かないばかりか、何ら応答が来ない場合
もあります。　案件は、できるだけ売り手が応じやすいように、具体的に書くようにしましょう。

簡単バージョン

③提案や見積りに対しては、ビジネスマナーを大切にしましょう！

インターネット上の商談とはいえ、企業間同士のビジネスです。　案件に対して応答する「売り手」
企業も、時間を割いて対応してきていますので、誠意ある対応をするように心がけましょう。

1 「買い手」（発注者）としての上手な使い方

高機能バージョン
●細かい条件で見積りを募集したい
●電話などではなくサイト上でやりとりがしたい
●できるだけ匿名性を高めたい

②「買いたい案件」を登録して一括で依頼する場合は、２種類の方法から選択できます。

10 【ザ・商談モール】　　「買い手」の利用法

(10)【ザ・商談モール】買い手の利用法



④「買いたい案件の登録」画面で案件情報として、依頼内容に該当する「カテゴリ」を選択
　　します。　□にクリックしてチェックを入れます。

⑤機能選択欄で、「高機能版」か「簡単版」を選択し、「登録画面に進む」ボタンをクリックします。

②「商談機能」にある「買い手機能」をクリックします。

③「買い手ページ」画面にある「買いたい案件の登録」をクリックします。

1 「買いたい案件」登録　～　カテゴリと機能の選択～

①Ｂ－Ｍａｌｌ　ＩＤ　でログインし、「マイページ」を開きます。
　　　　　　　（⇒「(6)ログインとマイページについて」）

11 【ザ・商談モール】　　買いたい案件の登録

(11)【ザ・商談モール】買いたい案件の登録



12 【ザ・商談モール】　　買いたい案件～高機能版①

登録方法
「事務局のチェックを受ける」を選択すると、事務局が内容を確認してか
ら本登録されます。

2 「高機能バージョン」で依頼する

①「買いたい案件の登録」が表示されますので、「掲載ルール」にしたがって、案件を登録します。

②「企業を選ばずに買いたい案件を登録する」で、「案件内容」を登録していきます。

「公開する」を選択すると、メンバー（ログインした人）にだけ自社名が公開
されます。

案件名

案件内容
（見積を依頼したい内容）

業者への要望・質問

ご予算

支払い方法・
条件内容

見積り受付期限

回答期限

選考の際
重視する点

自社の社名公開

支払い条件や条件内容について、決まっている範囲で入力してください。

提案や見積りを受け付ける期限です。

この期限までに、「商談へすすむ」または「お断りする」を回答します。

価格重視なのか、内容重視なのかなど

案件名は、わかりやすく入力しましょう。
（例）百貨店での展示用レディースファッションを探しています

提案や見積を依頼したい内容を記入してください。
できるだけ具体的に依頼しましょう。

　　（記入内容については、
　　　　「(17)【ザ・商談モール】「買いたい案件」の書き方」
　　を参考にしてください）

提案してもらう前提として、要望や質問などがあれば、入力してください。

未定の場合は、空欄にすれば、「ご相談」と表示されます。

見積りを提出することのできる企業の「地域条件」が指定できます。

②入力が終わったら、「次へ（確認画面）」をクリックし、確認し「実行」ボタンをクリックします。

③本登録が完了すると「案件情報が登録されました」というメールが案件登録された方に届きま
す。

サービス可能地域
（複数可）

(12)【ザ・商談モール】買いたい案件～高機能版①



【ステップ③】　商談する

商談を申し込み、お互いの連絡先がわかりましたら、ザ・商談モール上の「商談掲示板」をご
利用されるか、または、サイトを離れて電話、ＦＡＸ等で商談してください

Ａ．「商談掲示板」を使って商談する

届いた提案に対しては、回答期限までに、必ず「商談へすすむ」または「お断りする」の返答
をしてください。

受け取った提案を検討し、詳細を聞きたい、より具体的に話を進めたいと思った
ら、「商談へすすむ」ボタンを押します。
商談へ進むと、売り手企業へ「商談の申し込みがありました」というメールが届き、
自社の連絡先が売り手企業に表示されます。

【ステップ①】　売り手企業からの提案を確認する

買いたい案件情報をみた売り手企業から、「わが社の商品はいかがですか」、「わが社のサー
ビスをお勧めします」という提案や見積りが届きます。
提案が届くと「ご提案が届いております」というお知らせメールが届きます。
そのメールに記載のＵＲＬをクリックし、提案された内容を確認してください。

【ステップ②】　提案に対して返答する

相手先に連絡することなくお断りする場合は、「お断りする」を押します。
お断りの理由をご記入いただくフォームが出てきますので、理由をご記入願いま
す。
匿名のままお断りすることができ、理由のみが相手先に届きます 。

商談申込み後、相手企業と１対１でやりとりいただける商談掲示板が自動設置されます。 商談
掲示板上にメッセージが入ればメールで通知いたします。

Ｂ．電話、ＦＡＸなどで直接連絡する

サイト上から離れて、電話、ＦＡＸ等でご連絡、商談をされても構いません。特に、商談掲示板に
は、ファイルを添付することができませんので、図面などのやりとりをするときには、ＦＡＸ等をご
利用ください。

13 【ザ・商談モール】　　買いたい案件～高機能版②

3 届いた提案や見積りに返答する
登録した「買いたい案件」について、「売り手」企業から案件に対する提案などが届きます。
案件によっては、多数の企業から届く場合もありますが、内容を確認し、取引条件に近い企業と
商談を始めるようにしましょう。

(13)【ザ・商談モール】買いたい案件～高機能版②



④見積り依頼先の企業名などが表示されます。

⑤見積りを依頼する場合は、「高機能版」と同様に、見積り依頼をします。

買いたい案件を一括で依頼するのではなく、特定の企業に絞って、直接依頼することができます。

この依頼先が、いわゆる「売り手ＰＲ企業」です。

「売り手ＰＲ企業」として表示されているのは、ザ・ビジネスモールのプレミアムメンバー（ゴールド）を
利用されている積極的な企業ですので、案件内容が適当である場合は、直接依頼してみる価値は
あるでしょう。

②選択したカテゴリに該当する「売り手企業ＰＲ」が表示されます。
　　　　（※売り手企業が存在しない場合は表示されません）

③「売り手企業ＰＲ」から依頼できそうな企業があれば、「見積依頼」のボタンをクリックします。

4 「売り手ＰＲ企業」から企業を選んで、見積り依頼する

①「買いたい案件の登録」画面が表示されます。

14 【ザ・商談モール】　　買いたい案件～直接依頼

この「売り手ＰＲ」は、ターゲットを絞って、
自社をＰＲできる、しかも受注につながる
期待が持てるサービスです。
プレミアムメンバーのゴールドメンバーに
なると利用できる、売り手企業にはかなり
魅力的なサービスだと思いますよ。

(14)【ザ・商談モール】買いたい案件～直接依頼



提案や見積を依頼したい内容を記入してください。
できるだけ具体的に依頼しましょう。

　　（記入内容については、
　　　　「(17)【ザ・商談モール】「買いたい案件」の書き方」
　　を参考にしてください）

5 「簡単バージョン」で依頼する場合

15 【ザ・商談モール】　　買いたい案件～簡単版

案件内容
（見積を依頼したい内容）

①「買いたい案件の登録」画面が表示されますので、「掲載ルール」にしたがって、案件を登録してください。

登録方法

⑤簡単バージョンでは、売り手企業先から直接電話やメールで問合せが来るようになります。

②入力が終わったら、「次へ（確認画面）」をクリックし、内容を確認し「実行」ボタンをクリックします。

③本登録が完了すると「案件情報が登録されました」というメールが案件登録された方に届きます。

④「簡単バージョン」で登録した買いたい案件には、「連絡先を交換する」ボタンが表示されます。

「事務局のチェックを受ける」を選択すると、事務局が内容を確認してから本
登録されます。

案件名

50文字以内で、わかりやすい件名にしましょう

例）百貨店での展示用レディースファッションを探しています。
自社ホームページの作成依頼

(15)【ザ・商談モール】買いたい案件～簡単版



取引先を効率よく探すために、案件内容はできるだけ詳しく書くようにしましょう。
以下に、案件内容を書く上での要件を説明します。

■概　要
　必要としている商品や業務の概要

■取引条件
　納入先　／　納入日　／　配送料　／　資格の有無

■数　量
　正確な数量が未定の場合でも、規模が分かる情報を書きましょう。
　（例）
　　・月1万個ほどですが、週３回の小口納品を希望します。
　　・まずは月１０個ほど。売れ行きを見て増やします。
　　・まだ試作段階なので数個ですが、量産時には月数万個を想定しています。
　　・数個と少量ですが、対応していただけるところを探しています。

■なぜ募集するのか
　提案する側にとっては、ただの合い見積もりでは？既存の取引先との価格を下げるためのネタに使
われるだけでは？
　という不安があります。なぜ、インターネットで募集をするのかという理由を示しましょう。
　（例）
　　・今までの取引先が商品の扱いをやめたので、新たな仕入先を探しています。
　　・初めての分野なので、どこで扱っているのかすら分かりません。
　　・現在のに価格やサービス内容で不満足なので、新規を探しています。
　　・業務拡大、新店舗オープンのため、新たな商品を探しています。

■急ぎ度
　（例）
　　・今すぐ、緊急。
　　・条件があえばすぐ購入します。
　　・試作段階です。
　　・当社のクライアントにこれから提案します。
　　・現在使っているものもまだ使えますが、よいものがあえれば変えようと思っています。

■重視するポイント
　価格が折り合うことはもちろん必要ですが、価格以外に重視する点があれば書きましょう。
　（例）
　　・当社にとって初めての分野なので、相談にのっていただける会社を希望。
　　・仕様は固まっているので、それ通りのものを作れる技術のある会社を希望。
　　・近隣を優先します。
　　・独創的な提案を希望します。
　　・長期的に安定した取引ができること

■進め方
　（例）
　　・詳細はお会いして打ち合わせ 　　　　　　　　　・まずはサンプル品の送付をお願いします。
　　・図面あります。

★ 買いたい案件の「案件内容」を書くポイント

16 【ザ・商談モール】　　「買いたい案件」の書き方

(16)【ザ・商談モール】「買いたい案件」の書き方



自社商品のＰＲや代理店の募集には、ＰＲ情報やメールマガジンなどの広告をご活用ください。
ザ・ビジネスモールでは、企業情報のＰＲ欄をお使いいただくか、広告掲載サービス（有料）を
ご用意しております。

　　　　　　⇒　　　http://www.b-mall.ne.jp/ad.aspx

ザ・ビジネスモールの広告掲載のホームページはこちらです

自社や自社商品の宣伝にすぎないとあたる場合は、掲載していただけません。

案件が「ＮＧ」になったときは・・・

　【ＮＧ例①】　 求人案件（社員の求人や派遣の求人など）

どんな案件でも、「買いたい案件」として掲載ができるわけではありません。
ザ・商談モールでは、案件として取り扱えない依頼をルール化しております。

　【ＮＧ例④】　  広告・ＰＲ型（自社ＰＲ等）

　【ＮＧ例②】　  期間契約型案件（特に成果物が明確でないものなど）

２ヶ月間など期間を限定して、仕事請負などを募集することは、ＮＧ例①と同様、「買いたい案
件」には該当しないと判断しています。

　【ＮＧ例③】　  成果報酬型（代理店募集・クライアントの紹介等）

代理店募集や営業パートナーの募集など、成績に対し成果報酬型での依頼案件は受付けてお
りません。

【ザ・商談モール】　　買いたい案件のＮＧ

　現在進行中の案件や、過去の案件も確認できます

●「マイページ」⇒「買い手機能」⇒「買い手ページ」にある「登録した案件」をご覧ください。

●「今まで登録した案件についての、返答または商談はこちら」を「こちら」をクリックします。

●「登録済みの案件」ページが表示されます。「進行中のみ」か「終了も含む」をクリックすると、
　　該当するこれまでの交渉結果の履歴が表示されます。

17

1 「買いたい案件」には、掲載ルールがあります！

「システム開発の要員募集」や「受託開発の要員派遣の募集」などは、いわゆる「買いたい案件」
には該当しないと判断しています。

2

(17)【ザ・商談モール】買いたい案件のＮＧ



18 【ザ・商談モール】　　売り手の利用法

1 「売り手」（受注者）としての上手な使い方

【ステップ③】　商談にすすむ

①「買いたい案件」の指定条件に合っているかを確認しましょう

②「提案」や「見積り」に経費がかかる場合は、事前に提示しておきましょう

2 「売り手」の対応手順

案件内容で指定されている条件が、自社と合致しているかを確認しておきましょう。

商談を申し込み、お互いの連絡先がわかりましたら、ザ・商談モール上の「商談掲示板」をご
利用されるか、または、サイトを離れて電話、ＦＡＸ等で商談を進めてください。

自社の商品やサービスをお勧めするのにぴったりの買いたい案件が見つかったら、案件に返
答しましょう。

買い手側が、「高機能バージョン」と「簡単バージョン」のいずれを使って案件を出されている
かで、売り手側の対応方法が異なります。

「買いたい案件」を見て、それに提案や見積りなどで対応します。

提案や見積りなどに費用がかかる場合もあります。　業界では常識でも、発注者側が理解して
いるとは限りません。無用なトラブルや損失を被らないためにも、有償で提案や見積りをされ
る場合は、事前に発注者側に提示するようにしてください。　ザ・ビジネスモール事務局では、
このような交渉に関するトラブルへの対応はお受けできませんのであらかじめご了承下さい。

③提案が通らなくても、自社のＰＲにつながります

提案や見積りが発注者に断られても、自社を紹介したことになります。
すべての案件を受注することはできませんが、取引のチャンス、自社の売り込みにつながりま
すので、積極的に対応してみてはいかがでしょうか？

【ステップ①】　「買いたい案件」を探す

まず、自社の商品やサービスを提案することができる買いたい案件を探しましょう。

「買いたい案件を検索して探す」方法や、「メールで通知を受け取る」方法の２つがあります。

【ステップ②】　案件に返答する

「売り手」として対応される場合も、あ
らかじめ、「買い手」の使い方を理解
しておくと、「ザ・商談モール」の使い
方がよくわかって、商談が進めやすく
なると思いますよ。

(18)【ザ・商談モール】売り手の利用法



④　案件詳細を見る
「買いたい案件検索結果」から「案件名」をクリックすると、案件内
容を確認することができます。

　ザ・ビジネスモールの「トップページ」からも案件を見るページへ移動できます！

ザ・ビジネスモールマガジンにも最新案件を掲載してお送りしているほか、登録団体のホームページ
にも案件が掲載されている場合もありますので、希望の案件を見つければ、内容を確認しましょう。

1 「買いたい案件」を検索して探す

①　「ザ・商談モール」へ
ザ・ビジネスモールのメニューから「ザ・商談モール」をクリックしま
す。

19 【ザ・商談モール】　　売り手～買いたい案件を探す

②　「買い手機能」へ 「募集案件一覧」にある「案件検索」をクリックします。

③　買いたい案件を検索
「買いたい案件検索結果」から「ジャンル」や「キーワード検索」で
案件を絞ることもできます。

(19)【ザ・商談モール】売り手～買いたい案件を探す



②　「個人情報の変更」へ

⑤　登録完了
これで登録は完了です。新たにジャンルを追加したり、変更したい
場合は、同じ手順で行ってください。

「商談売り手情報」にある「サービス可能地域」や「業種カテゴリ」か
ら、希望する条件に合うジャンルの□をクリックし、チェックを入れま
す。

③　「確認画面」へ ページ下にある「次へ（確認画面）」ボタンをクリックします。

④　「ユーザ情報の変更」へ
「ユーザ情報の変更」画面が表示されるので、内容を確認し、問題
なければ、「実行」ボタンをクリックします。

20 【ザ・商談モール】　　売り手～案件をメールで受け取る

①　「マイページ」へ
Ｂ－Ｍａｌｌ　ＩＤ　でログインし、「マイページ」を開きます。
　　　（⇒「(6)ログインとマイページについて」）

2 条件に合う「買いたい案件」をメールで受け取る
「商談売り手情報」で条件を設定すれば、該当する新規案件が登録された際に、お知らせメール
を受け取ることができます。

(20)【ザ・商談モール】売り手～案件をメールで受け取る



「案件名」をクリックし、返答したい案件の詳細を確認します。

「高機能バージョン」の提案に返答する

次ページへ

③　「提案の提出」へ
「提案の提出」ページが表示されますので、提案内容を入力し、
「次へ（確認画面）」ボタンをクリックします。

②　提案・見積りに進む
案件内容を確認して、返答する場合は、「提案・見積を提出する」
ボタンをクリックします。

①　「案件詳細」をみる

2

21 【ザ・商談モール】　　売り手～提案に返答する①

「買いたい案件」が「高機能バージョン」か「簡単バージョン」では、対応の方法が異なります。

1 「高機能バージョン」と「簡単バージョン」の違い

高機能バージョン
案件が高機能バージョンの場合は、提案や見積りを出します。
その後、先方から商談の申込みがあると商談に進むことができます。

簡単バージョン 案件が簡単バージョンの場合は、すぐに連絡先を交換できます。

詳細が分からず提示できない場
合は、「ご相談」にチェック

提案提出は面談にすすむための第
一ステップとお考えいただき、詳
細な金額が出ない場合でも、これ
までの実績やPRを盛り込んで、一
度会って話をしてみたいと思われ
る内容で作成ください。

(21)【ザ・商談モール】売り手～提案に返答する①



Ａ．「商談掲示板」を使って商談する

　「提案・見積りする」ボタンが薄く表示されて、提案できない！？

「お断り」
の場合

発注者からのお断りの理由とともに連絡用アド
レスにメールで通知が届きます。

商談を申し込み、お互いの連絡先がわかりましたら、ザ・商談モー
ル上の「商談掲示板」をご利用されるか、または、サイトを離れて電
話、ＦＡＸ等で商談してください

提案を提出したら、売り手企業からの返答をお待ちください。
回答は遅れる場合もあるかと思いますが、もし見積回答期限を過
ぎても何の連絡もないというときには事務局までお問合せください。
発注者に確認させていただきます。

④　提案を送信する
提案内容を確認したら「実行」ボタンをクリックします。即座に先方
へ自動メールが送信されますので、変更・削除はできません。入力
間違いなどがないようにご注意ください。

「商談ＯＫ」の場合
「商談申し込みがありました」というメールが届き、「商談掲示板」で、
買いて企業とやりとりができるようになります。

【ザ・商談モール】　　売り手～提案に返答する②

これは、買い手（発注者）が指定した地域条件などが一致し
ていない場合に起こります。
どうしても提案したい場合は、売り手側の地域条件を広くす
るなど、「(20)　売り手～案件をメールで受け取る」にある
「個人情報の変更」で商談の条件を変更することで対応で
きます。

22

商談申込み後、相手企業と１対１でやりとりいただける商談掲示板が自動設置されます。 商談
掲示板上にメッセージが入ればメールで通知いたします。

Ｂ．電話、ＦＡＸなどで直接連絡する

サイトを離れて、電話、ＦＡＸ等でご連絡、商談をされても構いません。特に、商談掲示板には、
ファイルを添付することができませんので、図面などのやりとりをするときには、ＦＡＸ等をご利用
ください。

⑥　「商談」に進む　

⑤　返答を待つ

(22)【ザ・商談モール】売り手～提案に返答する②



⑤　「商談」に進む　
お互いの連絡先が分かるので、電話やメールで連絡をとって、
通常の商談を行なってください。

④　連絡先が交換される
先方へあなたの連絡先がメールで送信されます。
先方の連絡先が表示されます。

23 【ザ・商談モール】

　売り手～提案に返答する③

※ザ･ビジネスモールおよびザ・商談
モールはビジネスの出会いの場を提供し
ており、事業者の紹介や斡旋をするもの
ではありません。ご利用できる方は、商
工会議所等の会員企業に限定しておりま
すが、与信調査などはしておりません。
交渉、契約等は当事者のご判断・責任に
おいてすすめてください

3 「簡単バージョン」の提案に返答する

①　「案件詳細」をみる
「案件名」をクリックし、返答したい案件の詳細を確認します。

案件が「簡単バージョン」の場合は、すぐに連絡先を交換できますので、高機能バージョンの案
件とは異なり、

　・提案や見積りを提出する必要はありません。
　・「商談掲示板」はご利用できません。

②　「連絡先の交換」へ
返答する場合は、「連絡先を交換する」ボタンをクリックします。

③　実行する
「連絡先の交換」ページへ移動するので、よければ「実行」ボタンを
クリックします。

(23)【ザ・商談モール】売り手～提案に返答する③



★ 「高機能バージョン」では、質問・回答することができます

①　「質問する」を押す 「案件への質問」にある「質問する」ボタンをクリックします。

24 【ザ・商談モール】

　案件について質問する、回答する

③　内容を確認して実行
内容を確認し、「実行」ボタンをクリックすると、案件詳細の欄に質
問内容が掲載されます。

案件が「高機能バージョン」の場合は、提案内容について、買い手（発注者）に対して、公開で
質問することができます。　また、買い手は、質問に対して、同様に回答することができます。

ただし、これらの質問および回答は、ほかの利用者すべてに公開されます。
会社名や氏名、メールアドレスなど、会社および担当者が特定できるような情報は入力しないよ
う、ご注意ください。

②　質問内容を入力する 「案件への事前質問」ページで、質問内容を入力します。

(24)【ザ・商談モール】案件について質問する、回答する



1 ザ・ビジネスモール・マガジンとは
毎月４回、木曜夜に配信している、ザ・ビジネスモール事務局が発行するメールマガジン、それが、「ザ・
ビジネスモール・マガジン」です。

２０００年１２月に創刊して以来、ザ・ビジネスモールのユーザーの方をはじめ、１万以上のユーザーにお
届けしている、ＩＴ経営をメインにしたメールマガジンです。

ザ・ビジネスモールのユーザーの方をはじめとして、どなたでもご購読いただける無料のメールマガジン
です。

25 ザ・ビジネスモール・マガジン

2 主な掲載内容
ザ・ビジネスモール・マガジンの掲載内容について簡単にご紹介します。

（１）線客万来
　　　ＩＴ経営に取り組んでいる企業や、旬なテーマについて、毎月４回に分けて連載。

　　　バックナンバーは、こちらから読むことができます。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 http://www.soho-liaison.com/magazine/banrai.html

（２）ザ・商談モールニュース
　　　ザ・商談モールで上がっている「買いたい案件」をピックアップしてお知らせします。

（３）イベント・セミナー情報
　　　各地商工会議所などで開催されるイベントやセミナーをピックアップしてお知らせします。
　　　また、有料でセミナーやイベントの開催案内の掲載を受付けています。

（４）今週の新着 ＩＴニュース
　　　数あるＩＴ関連のニュースから興味深いニュースについてお知らせします。

（５）ザ・ビジネスモール・ニュース
　　　ザ・ビジネスモールの特別な情報をお知らせするコーナーです。

ビジネスマン向けのメールマガジンとして、毎週１万通以上配信されてるメールマガジンですので、
法人向けのＰＲに、広告としての効果が期待できます。

ザ・ビジネスモール・マガジンでは、マガジンの冒頭部分（ヘッダー）をはじめ、セミナー案内部分など
いくつかの広告掲載を受付けております。　広告掲載の利用方法やご利用料金については、
『広告掲載サービスについて』（http://www.b-mall.ne.jp/ad.aspx）から資料がダウンロードできます
ので、ご活用ください。

　ザ・ビジネスモール・マガジンで、自社のセミナーやイベントの案内が掲載できます！

(25)ザ・ビジネスモールマガジン



1 ザ・ビジネスモールでは、広告を募集しています

ザ・ビジネスモールでは、

①サイトバナー広告

②メールマガジン広告

の２種類をご用意しています。

広告の大きさや掲載する箇所によ
り料金が変わりますので、詳しく
は、「広告掲載ガイドブック」（PDF
ファイル）をダウンロードしてご覧下
さい。

ザ・ビジネスモールのサイト特性から、広告効果をご判断いただき、ご利用ください。

　★月間およそ３００万ページビューのアクセス数

　★ビジネス志向性の高いユーザーに利用されている

　★検索サイトからの高い評価で、相互リンクによるＳＥＯ対策としても有効

　★即時性の高いメールマガジン広告の活用

26 広告掲載について

ザ・ビジネスモールへの広告掲載サービスについてはこちらから

http://www.b-mall.ne.jp/ad.aspx

2 広告の種類～「バナー広告」と「メルマガ広告」～

3 スペシャルＷｅｂ広告は、ザ・ビジネスモールのコンテンツとしてＰＲ

スペシャルＷｅｂ広告は、取材などを通じて、オリジ
ナルのコンテンツを制作します。

できあがったコンテンツには、ザ・ビジネスモール
のトップページからリンクバナーを掲載するほか、
ザ・ビジネスモール・マガジンでも紹介し、閲覧の
チャンスを増やせるスペシャルな広告としてＰＲさ
せていただきます。

(26)広告掲載について



ザ・ビジネスモールのご利用に関するご質問・お問合せ、ご要望については、以下の方法で
受け付けております。

■インターネットにて

■お電話にて

ザ・ビジネスモール事務局
　　〒540-0029　大阪市中央区本町橋２番８号　大阪商工会議所　経営情報センター内

ザ・ビジネスモールは、ザ・ビジネスモールに参加する登録団体（商工会議所・商工会）が協力し、
運営しております。運営事務局は、大阪商工会議所経営情報センターに設置しております。

http://www.b-mall.ne.jp/inquiry.aspx
ザ・ビジネスモールのトップページの右下にある「お問い合わせフォームへ」からも進めます。

TEL. 050-7105-6220
受付時間 ： ９時～１７時 （原則、土日・祝・年末年始は除きます）
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