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１. ご利用イメージ（1/2）
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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検索対象のURLを登録
関連ページ：４．クロールサイト管理画面

③登録したURLのクロール結果を確認
関連ページ：８．クロール結果確認画面

④対象サイトのクロールが完了していたら検索
関連ページ：２．検索画面

◇基本的な機能のご利用について



１. ご利用イメージ（2/2）

4

◆過去に検索したキーワードや検索オプションを参照した
い場合、検索履歴確認画面より確認できます。

関連ページ：６．検索履歴確認

◆特定のファイルのダウンロード時に利用するパスワード
を変更したい場合、ダウンロードパスワード変更画面より
変更できます。

関連ページ：８．ダウンロードパスワード設定

◆検索機能を利用するユーザが複数人いる場合は
ユーザ管理画面よりユーザ登録が可能です。

関連ページ：５．ユーザ管理

◆登録URLをURLチェックツールで確認したい場合、URL
チェックWebツールを利用できます。

関連ページ：９．URLチェック

◇その他の機能のご利用について



２. ログイン画面（1/3）

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。

例）https://trial.markesearch/XXX/ ※トライアルサイト用URL

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。



２. ログイン画面（2/3）

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下図の通り、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。

※サイト管理者と利用者ユーザではメニュー内容が異なります。

利用者ユーザは、検索とクロールサイト管理、URLチェックのみが利用可能です。
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２. ログイン画面（３/3）

ログインに失敗した場合は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、再度ログインしてください。
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３. 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。

【バナー画像】
クリックするとログイン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】
クリックすると検索オプションが表示されます。

【クロールサイト管理】
４．クロールサイト管理 参照。

【URLチェック】
９．URLチェック 参照。

【検索履歴確認】
６．検索履歴確認 参照。

【クロール結果確認】
７．クロール結果確認 参照。

【URLチェック】
９．URLチェック 参照。

【URLチェック】
９．URLチェック 参照。



３. 検索画面（2/3）

・【さらに絞り込む】の「▼」をクリックした際に表示される検索オプション
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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】
クロールサイト管理にて登録された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。



３. 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。
ファイル名：searchhistory.csv
一覧項目 ：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】
結果一覧に下記項目を付与したCSVファイルの
作成を開始します。作成されたファイルは検索
画面上部の[各種項目付CSV取得]よりダウン
ロードできます。
付与項目：名称、郵便番号、住所、電話番号、

FAX番号、メールアドレス、
部署・役職、担当者、備考１、
備考２、更新間隔（日）

※ダウンロード件数は最大10000件となります。
※ダウンロード時のパスワードについては
「９．ダウンロードパスワード設定」を
ご確認ください。



４. クロールサイト管理（1/4）

検索トップ画面の下部「クロールサイト管理」のリンクをクリックすると表示されます。

①画面項目の説明
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【登録内容】
登録するCSVの内容に基づき選択します。
※内容については項番②を参照ください。

【ファイルを選択】
ファイル選択ダイアログが表示されます。
登録するCSVファイルを選択してください。

【登録URLリストをCSVで取得】
登録されているURLをCSV形式でダウン
ロードします。
項目：No.、URL、名称、郵便番号、

住所、電話番号、FAX番号、
メールアドレス、部署・役職、
担当者、備考１、備考２、
更新間隔

※ダウンロード時のパスワードについては
「８．ダウロードパスワード設定」を
参照ください。

【詳細】
登録されているURLの詳細画面が表示されます。
詳細画面では下記情報の変更が可能です。
項目：名称、郵便番号、

住所、電話番号、FAX番号、
メールアドレス、部署・役職、
担当者、備考１、備考２、
更新間隔

【アップロード】
CSVファイルのアップロードを開始します。
アップロード可能なURLは初期設定1000件とな
ります。
※登録URLの上限を変更した場合は別途ご連絡く
ださい。

【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。



４. クロールサイト管理（2/4）

②「登録内容」を「URLのみ登録」または「URLと各種項目」のいずれかを選択します。

※ファイルの拡張子は「.csv」としてください。
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・「URLと各種項目」選択時のCSVファイル

CSV項目：URL

CSV項目：URL、名称、郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス、部署・役職、担当者、備考１、備考２、更新間隔

・「URLのみ登録」選択時のCSVファイル



４. クロールサイト管理（3/4）

・CSVファイル項目説明

13

a. URL ： クロールしたいサイトのURLを設定します。「http」や「https」、「www」につきましては正確な情報を入力ください。

「.html」や「.php」などの拡張子を含むファイル名が含まれるURLはクロールできない可能性ありますのでファイル名は

削除し、1階層上位（直前の「/」）までのURLとしてください。

例）https://www.econos.jp/index.php?userid=1111 ⇒ https://www.econos.jp/

b. 名称 ： 会社名等、URLに対する名称を設定します。

c. 郵便番号 ： 郵便番号を設定します。

d. 住所 ： 会社所在地等の住所を設定します。

e. 電話番号 ： 電話番号を設定します。

f. FAX番号 ： FAX番号を設定します。

g. メールアドレス ： ご担当部署やご担当者様のメールアドレスを設定します。

h. 部署・役職 ： ご担当部署やご担当者様の役職等を設定します。

i. 担当者 ： ご担当者様の氏名等を設定します。

j. 備考１ ： 備考内容を設定します。

k. 備考２ ： 備考内容を設定します。

l. 更新間隔 ： 登録されたURLを検索する間隔を設定します。10～30日間隔で設定できます。設定内容は数字２桁となります。

CSVファイルとはいくつかの項目を区切り文字である半角記号カンマ「,」で区切ったテキストデータおよびテキストファイルです。拡張子
は「.csv」となります。※下記、赤文字の項目については必須項目となります。

https://www.econos.jp/index.php?userid=1111
https://www.econos.jp/


４. クロールサイト管理（4/4）

③「ファイルを選択」をクリックし、ファイル選択ダイアログからCSVファイルを選択します。

④「アップロード」をクリックし、URLを登録します。
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【メッセージ】
登録結果に伴いメッセージが表示され
ます。エラーメッセージが表示された
場合、メッセージの内容について確認
し再度アップロードしてください。



５. ユーザ管理（1/3）

検索トップ画面の下部「ユーザ管理」のリンクをクリックすると表示されます。

①画面項目の説明
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【修正】
詳細画面が表示されます。詳細画面ではユーザ
名・パスワードの修正が可能です。

【追加】
ユーザ新規登録画面が表示されます。

【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。



５. ユーザ管理（2/3）

②「追加」をクリックするとユーザ新規登録画面が表示されます。

※利用者が管理者のみの場合は不要です。登録したユーザは利用者ユーザとなり、サイト管理者ユーザと異なり

利用できる機能が限定されます。利用可能な機能は「検索機能」と「クロールサイト管理」、「URLチェック」となります。

③ユーザ名（全角可）、ユーザID（半角英数字）、パスワード（半角英数字）を入力して

「登録」ボタンをクリックしてください。
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【ユーザ名】
全角英数・全角ひらがな・全角カタカナ・
全角漢字・半角英数字が入力可能です。

【ユーザID】
半角英数字が入力可能です。

【パスワード】
半角英数字が入力可能です。

【登録】
クリックすると入力内容でユーザが登録さ
れます。



５. ユーザ管理（3/3）

④「修正」をクリックするとユーザ情報更新画面が表示されます。

ユーザ名・パスワードを更新できます。入力内容につきましては項番③を参照ください。

ユーザ名・パスワードを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。
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⑤ユーザ管理の一覧にて「削除」をクリックすると確認メッセージが表示され、「OK」すると

ユーザ情報が削除されます。



６. 検索履歴確認（1/1）

検索トップ画面の下部「検索履歴確認」のリンクをクリックすると表示されます。

①画面項目の説明
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【表示ユーザ選択】
一覧表示対象のユーザを選択されたユーザに絞
り込みます。

【ダウンロード】
クリックすると全ユーザの検索履歴一覧を
CSV形式でダウンロードします。



CSV項目：URL、フォルダー（Folder）、クロール結果（Result）

※クロール結果：「０」クロール未完了 ／ 「１」クロール完了

７. クロール結果確認（1/1）

検索トップ画面の下部「クロール結果」のリンクをクリックすると表示されます。

①「CSVダウンロード」をクリックするとクローラーによる登録サイトへのクロール結果が

CSV形式でダウンロードされます。
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８. ダウンロードパスワード設定（1/1）

検索トップ画面の下部「ダウンロードパスワード設定」のリンクをクリックすると表示されます。

①「パスワード」・「入力の確認」へ設定したパスワードを入力し、「設定」ボタンをクリックします。

※パスワードは半角英数８文字以上で設定してください。
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９. URLチェック（1/1）

検索トップ画面の下部「URLチェック」のリンクをクリックすると弊社HPに設置されたWebツールが

ブラウザの別ウィンドまたは別タブで表示されます。

利用方法につきましてはリンク先の「利用方法」を参照ください。
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