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１. はじめに
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◇「マーケサーチ」とは

100万社の企業公式サイトのデータをクラウド化した企業のホームページだけを対象に検索できるＷｅｂアプリです。
常時クローラーが巡回、情報収集し最新データに更新、最新の企業DB（データベース）をバックボーンにすることで
自由なキーワードに加え、業種、地域、従業員規模での絞り込み検索が可能です。
結果は、ＣＳＶで出力されるため、マーケティングリサーチや営業用リスト等、様々な用途にご利用いただけます。



2. ソリューション
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3. ご利⽤フロー

5

①サイトへアクセスしログイン
関連ページ︓２．ログイン画面

②検索キーワードを⼊⼒し、検索
関連ページ︓３．検索画面

③検索結果を各種項目付CSVで出⼒
関連ページ︓４．各種項目付CSV作成-メニュー

５．各種項目付CSV作成-条件で絞り込み
６．各種項目付CSV作成-出⼒内容確認
７．各種項目付CSV作成-出⼒完了

◇基本的な機能のご利⽤⽅法について

④各種項目付CSVダウンロード画面でダウンロード
関連ページ︓８．各種項目付CSVダウンロード



4. ログイン画面（1/2）

①運⽤開始時に発⾏されたURLへブラウザからアクセスします。

⇒ https://www.markesearch.com/master2/

②ログイン画面が表示されます。
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【ログインID】
運⽤開始時に発⾏されたサイト管理者ユーザによっ
て発⾏された利⽤者ユーザのユーザIDを⼊⼒します。

【パスワード】
ログインIDに⼊⼒した利⽤者ユーザのパスワードを
⼊⼒します。

【利⽤規約・同意】
利⽤規約をお読みいただき、ご同意いただけました
ら、チェックしてください。



4. ログイン画面（2/2）

③ユーザID、パスワードを⼊⼒し、ログインボタンを

クリックするとログインできます。ログインが成功する

と右記図の通り、検索画面が表示されます。

※ログイン後、無操作で一定時間経過するとタイムアウトが発生し、

次回操作時にログアウトします。
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ログインに失敗した場合は左
記エラーメッセージが表示さ
れます。ユーザID・パスワー
ドを確認のうえ、再ログイン
ください。



5. 検索画面（1/3）
①画面項目の説明

・検索トップ
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【検索トップ】
クリックすると⼊⼒されたキーワード等
の検索条件と検索結果がリセットされ、
ログイン直後の検索画面が表示されます。

【各種項目付CSV取得】
クリックすると各種項目付CSVダウンロード
画面が表示されます。

【ログアウト】
クリックするとログアウト画面が表示されます。

【キーワード⼊⼒BOX】
検索したいキーワードを⼊⼒します。複数⼊
⼒する場合は、スペースで区切ってください。

【全てのキーワードを含む・いず
れかのキーワードを含む】
スペースで区切って⼊⼒した複数のキー
ワードを全て含むページか、⼊⼒したキー
ワードのうち、いずれか一つ以上のキー
ワードを含むページかを指定します。

【検索ボタン】
クリックすると⼊⼒されたキーワードと指定さ
れたオプションに該当するページをクロール結
果から検索し、検索結果一覧を表示します。

【さらに絞り込む】
次ページ参照。

【各種項目付CSV取得】
クリックすると各種項目付CSVダウンロード
画面が表示されます。

【ログアウト】
クリックするとログアウト画面が表示されます。



5. 検索画面（2/3）
・【さらに絞り込む】の検索オプション
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【検索ホスト】
検索対象のドメインを絞り込みます。
「https://www.econos.jp」のドメインを
検索する場合、「www.econos.jp」となり
ます。

【期間指定】
YYYY-MM-DDの書式で⼊⼒された期間内に最終
更新⽇が含まれるページに絞り込みます。

【検索対象の範囲】
以下の４つからキーワード検索するリソースを選
択できます。
・ページ全体
・ページタイトルのみ
・ページ本文のみ
・ページURLのみ

【検索URLに含む文字列】
登録されたURLのうち、特定の文字列を
含むURLのみを検索対象とします。

例) 求人ページのみに絞り込みたい場合、
「recruit」を指定することで不要な検索
結果を大幅に除外することができます。

【各種項目付CSV作成時】
チェック時︓検索結果から各種項目付CSV作成
を⾏う際にドメインで単一化する。
※ヒットしたURLのドメイン単位で取得可能。
ドメインが重複する場合、企業情報も重複して
出⼒されてしまいます。



5. 検索画面（3/3）

・検索結果一覧

キーワードを⼊⼒し、検索ボタンをクリックすると検索結果一覧が表示されます。
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【ヒットした件数】
検索がヒットした件数が表示
されます。

【CSV取得︓一覧のみ】
結果一覧がダウンロードされます。
※検索結果が10000件を超える場合はダ
ウンロードできません。

ファイル名︓searchhistory.csv
出⼒項目 ︓ページタイトル、URL、

更新⽇時、コンテンツ

【ページャー】
クリックすると指定のページが表示
されます。※１ページあたり20件 【検索結果】

ヒットしたページの下記項目が表示されます。
表示項目︓タイトル(リンク)、URL(リンク)、

更新⽇時、コンテンツ内容

【CSV取得︓各種項目付CSV作成】

クリックすると検索結果一覧をさらに業種や
地域等で絞り込むことができる画面に遷移し
ます。
ただし、フリー(無料)エディションの場合は絞
り込み機能がグレーアウトされており利⽤で
きません。

（参考）有料エディションの出⼒項目

業種、名称、
郵便番号、都道府県名、
市区町村名、住所、電話番号、
FAX番号、URL、メールアドレス、
資本⾦レンジ、従業員レンジ、
当期売上高(千円)、代表者名、
決算⽉、設⽴年⽉⽇

※ダウンロード件数は最大10000件となりま
す。



6. 各種項目付CSV作成-メニュー

検索トップ画面の検索結果上部「各種項目付CSV作成」のボタンをクリックすると表示されます。
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【ドメインで単一化して出⼒】
検索時にヒットしたページをドメイン (企業情
報)単位で集約して出⼒します。

【そのまま出⼒】
検索トップ画面の「さらに絞り込む」に表
示されている「各種項目付CSV作成時」の
チェックがオンの状態でのみ活性表示され
ます。検索結果が10000件以下の場合にの
み出⼒されます。ドメインで単一化されな
いため、検索にヒットしたすべての結果が
そのまま出⼒されます。

【条件で絞り込む】
業種、エリア(都道府県)、従業員規模を指定して
検索結果に対し、さらに絞り込みを⾏います。
※「条件で絞り込む」参照

【有料エディション専用機能】



7. 各種項目付CSV作成-条件で絞り込み

・画面項目の説明
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【ドメインで単一化して出⼒】
検索時にヒットしたページをドメイン
(企業情報)単位で集約して出⼒します。

【業種で絞り込む】
業種-大分類をクリックし、表示された
業種-中分類にチェックを⼊れ、企業情
報に設定した、業種を絞り込みます。
※チェックしていない場合、全ての業種
が対象となります。

全て選択︓チェックボックスを全て
オンにします。

解除︓すべてのチェックを解除します。

【エリアで絞り込む】
地域をクリックし、表示された都道府県
にチェックを⼊れ、企業情報に設定され
た住所を絞り込みます。
※チェックしていない場合、全ての業種
が対象となります。

全て選択︓チェックボックスを全て
オンにします。

解除︓すべてのチェックを解除します。

【従業員規模で絞り込む】
従業員規模にチェックを⼊れ、企業情報
に設定した従業員規模を絞り込みます。
※チェックしていない場合、全ての従業
員規模が対象となります。

全て選択︓チェックボックスを全て
オンにします。

解除︓すべてのチェックを解除します。

【▶絞り込んで検索する】
必要な条件を設定したら「▶絞り込んで
検索する」をクリックし、「出⼒内容確
認」へ遷移します。

※【業種で絞り込む】または【エリアで絞り込む】のいづれか１つ以上を指定してください。
どちらも指定しない場合、検索できません。

※【業種で絞り込む】は２０件以下の指定としてください。
※【エリアで絞り込む】は１０以下の指定としてください。

【有料エディション専用機能】



8. 各種項目付CSV作成-出⼒内容確認
・画面項目の説明
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この画面は各種項目付CSV作成-メニュー画面から「そのまま出⼒」・「ドメインで単一化して絞り込む」をクリックした場合と、

「さらに絞り込む」をクリックし、条件を指定して「絞り込んで検索する」ボタンをクリックした際に表示されます。

【現在保有件数】
現在出⼒可能な件数が表示されます。

【今回使⽤件数】
作成されるCSVの件数となります。

【残りの件数】
作成されるCSVの件数を現在出⼒可
能な件数から減算した件数となりま
す。

【出⼒】
各種項目付CSV作成処理が開始され
ます。※画面は遷移せず、進捗状況
のメッセージが表示されます。

【キャンセル】
各種項目付CSV作成-メニュー画面
へ戻ります。

【有料エディション専用機能】



9. 各種項目付CSV作成-出⼒完了
・画面項目の説明
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【メッセージ】
処理状況が表示されます。
「CSVファイルの作成が完了しました。」という
メッセージが表示されましたら下部の「各種項目
付CSV取得 ダウロード」ボタンをクリックし、
ファイルをダウンロードしてください。

※検索結果と100万件前後の企業情報を突き合わ
せてCSVファイルを作成するため、時間がかかる
場合がございます。

※処理中にブラウザの「戻る」ボタンや、画面に
表示されているその他のボタンをクリックすると
処理が中断される場合がございます。

【各種項目付CSV取得 ダウンロード】
各種項目付CSVダウンロード画面へ遷移します。

※「８．各種項目付CSVダウンロード」参照

この画面は各種項目付CSV作成-出⼒内容確認画面から「出⼒」ボタンをクリックした場合に表示されます。

【有料エディション専用機能】



10. 各種項目付CSVダウンロード
・画面項目の説明
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【各種項目付CSVファイル】
リンクをクリックするとファイルのダウンロー
ドが開始されます。
※ダウンロード時には事前にご連絡させていた
だきましたユーザIDとパスワードによる認証が
必要となります。

【全削除】
クリックすると全ファイルを削除の確認
メッセージが表示されます。
「OK」ボタンをクリックすると過去に作
成されたすべての各種項目付CSVファイ
ルが削除されます。

【削除】
クリックすると確認メッセージが表示され、
OKすると登録されたURLが削除されます。

「各種項目付CSV作成-完了画面」にて「各種項目付CSV取得 ダウンロード」ボタンをクリックした際に表示されます。

また検索トップ画面の上部・下部「各種項目付CSV取得」のリンクをクリックすると表示されます。

【有料エディション専用機能】



11. フリー【無料】と【有料】エディションの違い
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出力項目が違います。（下記をご参照ください）



12. 「マーケサーチ」(フリー・エディション)に関するQ&A
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Q： 「マーケサーチ」はどのような仕組みになっているのですか？

A： ほぼコーポレートサイトのみ(約100万社)を対象にエコノス独自開発のクローラーが常時巡回し収集した最新情報をクラウドに蓄積インデックス化します。

それらを皆様が検索できるようにしたことで、広告やニュース、ブログ等の不要な情報を省き、欲しい情報だけ、効率的に取得することができます。

Q:    本当に無料ですか？

A: フリー版（エディション）は一切の費用がかかりません。

Q: 無料でいつまで使えますか？

A： ライセンス発行日より1年間お使いいただけますが、期限を過ぎると自動的にライセンスが無効になります。

さらに継続的にご利用されたいお客様は弊社サポート担当までご一報ください。

Q： フリー版（エディション）と有料版（エディション）の違いは？

A： 「キーワード検索の結果まで」をＣＳＶ出力できるのがフリー版、さらに各企業の住所、連絡先等の項目を追記出力できるのが有料版になります。

項目や詳細、有料エディションについては https://www.econos.jp/products/markesearchdb/ をご参照ください。

Q： 一つの登録（ライセンス）で複数人が使えますか？

A: 同時利用さえしなければ、複数人で同じライセンスIDをお使いいただけます。

Q： フリー版（エディション）においても質問等の問い合わせ可能ですか？

A： 弊社サポート担当まで、メール、電話等でお気軽にご連絡ください。もちろんサポート無料です。

Q： 検索結果の絞り込みに時間がかかります。

A： 検索結果を地域や業種で絞り込む際、条件によっては数分要する場合があります。（速度については改善検討中です）

エコノス株式会社

◇ 大阪本社
大阪市中央区安土町１-７-１３-３F
TEL：06-6265-5111
◇ 東京支社
東京都千代田区二番町5-5-7F
TEL：03-6261-7322

https://www.econos.jp/

info@econos.jp

●お問合せ先 お気軽にお問合せください。


