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はじめに 

≪リスタとは・・・≫ 

これまでは、ｉタウンページからリストを作成したり、決まったＷｅｂサイトの情報をダウンロードするソフトしかありませんでし

た。それに対して、リスタはＷｅｂ全体から御社にとって有効な情報を自由にリストアップすることができます。これまでになかった

自動リスト作成ソフトです。 

 

≪リスタの特徴≫ 

1. 自由なキーワードでＷｅｂ全体から関連する企業リストを作成できます。 

2. キーワード設定、検索詳細設定などにより検索できる情報(企業リスト)の自由度は高く、検索内容は「無限大」。 

3. 特定のＷｅｂサイトからのみリストアップすることも可能です。 

4. 業種・地域別に企業リストを作成できます。 

5. 御社のハウスリストに業種・ＦＡＸ・Ｍａｉｌを追加するなどできます。 

6. リストのクリーニング、チェック機能が充実しています。 

7. 多彩な機能を併用することで付加価値の高い御社だけのオリジナルリストをオンデマンドで作成できます。 

 

≪こんな方におすすめ≫ 

⇒ 新規開拓の為の営業用（郵送ＤＭ・ＦＡＸＤＭ・ＭａｉｌＤＭ・テレマ・その他）リストが欲しい。 

⇒ 業種だけでなくて自由なキーワードで営業用リストを作成したい。 

⇒ ハウスリスト（自社保有リスト）をもっと有効に活用したい。 

⇒ クレームや迷惑メール防止の法律に抵触せず安心してＦＡＸＤＭ、ＭａｉｌＤＭを送信したい。 

⇒ ＤＭの無駄打ちを極力省いて費用対効果をＵＰさせたい。 
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ソリューション
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機能について 

 

 

【リスタの機能】 【オプションツール】 既存の顧客リスト・営業用リストの価値を格段にUPする便利なツール類。 

検索数 検索上限数。 FAXDB検索 お持ちのハウスリストの電話番号に対してFAXを付加。 

範囲設定 Web を隅々まで検索する為の範囲設定（1～9999）。 リストクリーニング お持ちのハウスリストの電話番号からその有無をチェック。 

深度設定 Web を隅々まで検索する為の検索深度設定（1～100）。 業種・企業名・住所プラス  お持ちのハウスリストに各種データを追加。 

除外件数 検索精度を向上させるための設定。 Mail/URL プラス お持ちのハウスリストにMailアドレスとURLを追加。 

企業情報検索 あらゆるキーワードに対応し検索できる最適設定。 FAX チェック クレームFAX番号かどうかをチェック。 

高度な検索 検索対象をさらに効率的に絞り込む為の設定機能。 Mail チェック メール DM を送信してはいけないアドレスをチェック。 

FAX 検索 400 万件の FAXDB と Web 検索から FAX 番号を付加。 データベース検索 業種とエリアからWeb電話帳を検索して企業リストを作成。 

Mail 検索 Web に掲載の企業 Mail アドレスを付加。 電話帳にない企業の出力 電話帳にない電話番号の収集と情報付与。 
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インストール 

 CD からインストールする場合  

CD をセットすると自動でセットアップ画面が    自動インストールが動かない場合は、CD の ListA の      <<インストール開始画面>> 

起動しますので、画面の指示に従ってください。  フォルダ内の setup.exe をダブルクリックしてください。 

0 

 

 

 

 

 

ダウンロードファイルからインストールする場合 

・ダウンロードしたリスタ本体ファイルの setup.exe をダブルクリックしてインストール画面に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

インストールが完了したら PC の「スタートボタン」に下の画面のように表示されます。 

 

【動作環境】 注意：Windows2000 は非対応 

OS：Microsoft WindowsXP(SP2 以降)/ Vista / 7 / 8 

CPU：Pentium4 以上 HD：1GB 以上の空き容量 メモリ：512MB 以上 

●動作に必要なファイル 

(1) Windows Installer 3.1 

(2) .NET Framework 3.5 SP1     

(3) .NET Framework 3.5 SP1 日本語 Language Pack 

リスタが起動します 

リスタのアンインストールができます 

● 製品版として利用 → P21「シリアルの認証」を行ってください。 

● 試用版として利用 → インストール完了後、そのまま使えます 
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メニュー画面 

 

 

【1】 キーワード検索 

特定のキーワードを入力することで、 

リストを作成できます。 

【2】 データベース検索 

WEB 電話帳の利用で業種と住所から 

リストを作成できます。 

【3】 ハウスリストツール 

リストを加工し、様々な付加価値を 

加えることができます。 

【4】 チェックツール 

FAXDM と MailDM 送信の可否をチェック 

    することができます。 

【5】 その他 

検索エンジンの設定・バージョン情報・ 

リリースノート・製品ページの確認が 

できます。 

【6】 シリアルキーを認証 

シリアルキーを入力することで製品版 

   としてご利用いただけます。 

【7】 お知らせ機能 

   メンテナンス時間や商品・サービスの 

   お知らせ等が表示されます。 

 

【1】 【2】 

【3】 

【4】 

【5】 

【6】 

【7】 
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【1】キーワード検索 

 

 

【検索設定(S)】について 

 

 

 

検索設定をそのまま【名前

を付けて保存(A)】で保存す

ることができます。また、

保存している設定を【開く

(O)】で呼び出すことができ

ます。 

＜簡単な検索＞ 

① 

② 

⑥ 

⑬ 

④ ⑪ 

⑭ 
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＜高度な検索＞ 

 

 

 

 

 

 

 

② ③ ④ 
⑤ 

⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑬ 

⑭ 

⑫ ⑪ 

① 
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基本操作 
① キーワード 

  ここに検索キーワードを入力します。 

左窓で半角スペースで複数キーワードの and 検索が可能です。（例）居酒屋 東京都 

右窓では or 検索が可能です。(例) web 制作 ホームページ作成 

※ただし、⑦で説明するドメイン指定の検索は、検索エンジンよりキーワードの数に制限があるので、だいたい 15 ワードを目安に

設定してください。ワードが多すぎるとドメインの指定が解除される場合があります。 

② 検索数 

  検索件数の設定ができます。全体からざっくりと検索結果を取得したい場合は「少ない」を、検索結果をできる限り多く取得したい

場合は「多い」を選択してください。検索時間は「少ない」が短く、「多い」が長くなります。(少ない…範囲 01～99/深度 20 件、中

位…範囲 001～999/深度 50 件、多い…範囲 0001～9999/深度 100 件の設定です。詳しくは③を参照) 

③ 検索数(詳細設定) 

②の検索件数の詳細な設定ができます。検索に時間を要する場合など、0001～1000、1001～2001 というように分割して検索すること

ができます。抽象的ですが、桁数については検索の網の目の多さと考えていただき、01～99 など桁数を少なくすることで粗い網の目

で大雑把な検索が可能となります。 

この範囲設定に対して検索件数(深度)の設定が最大 100 件迄できます。網の目一つごとにどれだけ深く検索するかという概念です。

数が多くなるほど深堀りができ件数を得られますが、ノイズ(キーワードと関係の薄い情報)が混入してくる可能性が増えます。 

④ ＦＡＸ番号 

  ここにチェックを入れると検索データにＦＡＸ番号を付与して出力します。Ｗｅｂ掲載のＦＡＸを優先して付与し、最後にデータベ

ースからＦＡＸを付与します。また、無料試用版はＷｅｂから収集のみですのでＦＡＸを付与できる件数は少なくなります。 
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⑤ 除外件数 

  一覧やリンク集から誤情報の取得を防ぐための制限です。例えば、指定キーワードにヒットしたページが企業一覧や電話帳の様式で、

関連のない企業が多く掲載されていても、キーワードと同一ページにあるということでリスト化します。同一ページ内にある企業情

報が指定件数より多い場合をスキップすることで、検索の精度を上げることができます。 

⑥ 検索対象 

  企業情報ページから…企業情報をメインに取得するように最適化されたロジックで検索します。 

  Web 全体から…Web 上にあるページすべてが検索対象となります。 

⑦ ドメインの指定 

  特定サイトのドメインを入れると、そのサイト内に限定した検索ができます。ポータルサイト等から企業をリスト化できます。 

⑧ タイトルに含む文字列 

  指定の文字列をページタイトルに含む企業のみをリスト化します。 

⑨ URL に含む文字列 

 指定した文字列を含む URL からのみ検索します。例えば「recruit」「saiyo」といった文字列を入れると企業の採用ページに特化した

検索ができます。 

⑩ 期間 

ページが更新された期間を指定して検索できます。24 時間以内、1週間以内、1ヶ月以内が選択できます。 

⑪ オプション 

「電話帳にない企業も出力」…電話帳に非掲載の電話番号を収集して、一部企業情報を自動付与して出力します。 

「企業情報の付与されるデータのみ出力」…上記のうち、住所などの企業情報が判明するものだけを出力します。 

「ハイフンなし電話番号も出力」…(00)0000-0000 の表記の電話番号も収集できますがノイズも増えます。そのような電話番号が多く

掲載されたサイトからのみ、抽出を行う時に使用されると効果的です。 
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⑫ メールアドレス検索 

「狭範囲」はキーとなる電話番号付近のものを、「広範囲」はページ内のすべてのアドレスを取得します。ドメイン指定と組み合わせ  

て使用すると効果的なリスト抽出ができますが、電話番号との関連性は目視で確認が必要となります。 

⑬ 保存先 

結果データの CSV ファイルの出力先及びファイル名をここで設定します。 

⑭ 設定画面のサンプル 

様々なサイトからの抽出設定と抽出できるリストのサンプルをご確認いただけます。 

 

（注）試用版では②、④の機能が使えません。また、1回で 20 件までの検索となります。 
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＜連続実行＞ 

 

この機能を使用する事で、1 回のキーワード検索の終了後、キーワード設定をする必要がなく、連続して実行出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 キーワードごとにキーワード・保存先・その他設定を

し、保存します。 

通常の検索の際と表示

が変わります。 
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 各キーワードごとの設定が、表示されます。 

1 キーワードの検索が終了すれば、自動で次のキーワード検索が開始されます。 

※連続実行用データの保存 
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CSV ファイルからの検索条件インポート 

連続検索の追加・複数のキーワード検索が多い場合などに、役立ちます。 

この部分を入力し、追加。 
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【2】データベース検索 

 

 

 

 

 

 

〈メイン画面〉 

メイン画面から業種を選択し、次に住所を指定します。（いずれも複数選択可）メイン画面に戻り、保存先ファイルを指定し検索を

実行します。 

【 重 要 】 

最初の使用時にこの再取得ボタン

をクリックして業種一覧を Web よ

り取得してください。 

業種選択画面(分類一覧) 

住所選択画面(分類一覧) 

業種の一覧を CSV ファイルで出力

できます。 
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≪検索(処理)速度について≫ 

検索(処理)件数 速度 

 数十件～数百件 / 1 時間当り 遅 

 千件～数千件 / 1 時間当り 中 

 1 万件以上 / 1 時間当り 速 

 

検索(処理)種別 速度 

ＬｉｓｔA キーワード検索（ 企業情報ﾍﾟｰｼﾞから ） 中 

ＬｉｓｔA キーワード検索（ Web 全体から ） 中・遅 

リストクリーニング 中・速 

業種プラス 中 

URL プラス / Mail プラス 遅 

ＦＡＸチェック 速 

Mail チェック 遅 

電話帳検索 速 

FAX プラス（ DB のみ ） 速 

FAX プラス（ Web+DB / Web ） 中・遅 

 

 【検索中画面】 

【終了表示】 

残り件数（検索上限

数に対する残り件数

表示） 

【検索結果(例)】 
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【3】ハウスリストツール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハウスリストツールを利用することで、リストを加工し様々な付加価値を加えることができます。 

元となるリストファイル（CSV）を指定します。 

加工後のファイル名と保存先を指定します。 

元ファイルの電話番号が何列目かを指定します。 

付加されたいオプションにチェックを

入れて実行ボタンをクリックします。 

複数同時選択可能ですが、処理速度が低

減します。 

※ 「ＦＡＸプラス」で「データベース」か「両方」を選択した場合、検索途中でキャンセルしますとデータベースからはＦＡＸ番号の付与がされませんのでご注意願います。 
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≪ハウスリストツールの説明≫ 

 

① FAX プラス 

電話番号からＦＡＸ番号を探して付加します。web から探す場合と、弊社データベースサーバーから探す場合とを選択できます。

両方選択の場合は、web を優先し残りをデータベースで補完することになります。もちろんすべてのＦＡＸが付く訳ではありませ

ん。業種その他により付加率は異なりますが、3割～8割程度です。 

② リストクリーニング 

電話番号をキーにその企業データが生きているかどうかをチェックします。web上の最新の電話帳ＤＢより有無をチェックします。

有りが「1」、無しが「0」のフラグが付きます。郵送ＤＭなどのロス低減に効果的です。 

③ 業種プラス 

業種を追加します。例えば、展示会来場者の名刺をデータ入力したような見込み客リストには業種は無いものですが、この機能を

使うと、個々のデータに業種を付加できます。ターゲットの業種情報が判明することにより、より踏み込んだ営業戦略を企画する

ことが可能となります。またＤＭを送りたくない業種を選別するなどできます。 

④ 企業名プラス 

企業名を追加します。電話番号しか分からないデータに企業名を追加する事で、電話で営業可能なデータになります。 

⑤ 住所プラス 

住所を追加します。企業名プラスと同様に、電話番号しか分からないデータに追加する事で、郵送ＤＭが可能なデータになります。 

⑥ Mail プラス 

Mail アドレスを web 上から探し出し付加します。これにより、MailDM を行うことが可能となります。これまで郵送やＦＡＸで資料

送付していたところを Mail に切り替えることで、送料や電話料金などを大幅に削減できます。ListA 基本機能のキーワード検索に

付随する Mail アドレスとは異なった角度から探し出す為、一度 ListA 基本機能でキーワード検索した結果にさらに追加して Mail

アドレスを探したい場合にも有効です。同様に、電話帳検索機能で作成のリストに対しても Mail アドレスを追加できます。ただし

自動的に検索、付加された Mail は 100％正確ではありません。メールの＠以下のドメインと社名を目視比較するなどの確認をお勧

めいたします。 

⑦ URL プラス 

URL を web 上から探し出し付加します。ターゲットの事業内容などをチェックできます。例えば、アウトバウンドのテレマを行う

際に、この URL をハイパーリンク化し確認することで、より効果的な営業トークを可能にします。ただし自動的に検索、付加され

た URL は 100％正確ではありません。ドメインと社名を目視比較したり、URL リンクを開いての目視確認などをお勧めいたします。 
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≪チェックツールの説明≫ 

ＦＡＸチェックツール                Mail チェックツール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】オプトイン(メール受信承諾者)以外のアドレスへの送信は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」と「特定商取引に関す
る法律」の規制に違反する広告メールにならないように送信してください。 
【参考資料】 
特定電子メールの送信の適正化に関する法律ポイント       http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritupoint/image/200812mlp.pdf 
ホームページでのメールアドレス公表における特電法留意点    http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritupoint/address.html 
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律          http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritupoint/image/H21spamlaw.pdf 
特定商取引に関する法律                    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html 
 

MailDMは上記法律を遵守して行ってください。送信時の留意点・注意事項など弊社までお気軽にお問合せください。 

ハウスリストツールと同様にファイルを指定し実行します。

過去にＦＡＸＤＭに対するクレームや配信停止依頼のあっ

たＦＡＸ番号 16 万件を弊社で独自にＤＢ化しており、それ

とマッチング作業を行い、問題無いものを「0」、有るものを

「1」とフラグを付加します。これにより安心してＦＡＸＤ

Ｍを実施することができます。 

特定電子メール(ＤＭメール)に関する最新の法律では、

MailDM が可能なのは「web 上にアドレスを公表する事業者」

でかつ「特定電子メールの配信を拒否していない」相手に限

定されています。そこで、その Mail アドレスが web 上に存

在するか、かつ、配信拒否に関するキーワードが併記されて

いないか、この 2点についてチェックするツールです。問題

無いものを「0」、有るものを「1」とフラグを付加します。

これにより安心して MailDM を実施することができます。 

(但し Mail アドレスが画像の場合探しきれずにフラグ「1」が付く等、正確にチェ

ックできないこともあります。) 

【4】チェックツール 
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【5】その他 
<<検索エンジン設定>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ListA はサーチエンジンの機能を一部利用します。そこで、長時間連続検索を行

うと(ご利用環境にもよりますが)サーチエンジン側からアクセス制限を受ける場

合が稀にあります。その場合、ListA の方は「応答しません。再試行中」と表示さ

れ検索が進まなくなります。そういった現象が出る場合、この「検索スピード設定」

でスピードを遅く調整することでそれを回避できます。また、「検索エンジンの選

択」で 3 つすべてにチェックいただくことで、検索を分散化でき制限を受けにく

くなります。ただし、検索エンジン 3 では、深度設定については、設定に関わらず 10

件でしか動作しません。 

最後に補足しますと、サーチエンジンの使用に際してユーザーとの間に契約が発生して

いないことから、連続アクセスについても違法性はありません。 

利用する検索エンジンの選択ができ

ます。 
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<<バージョン情報>> 

残り検索数/上限検索数 (上限件数に達すると試用版に戻ります〉 

利用できるオプションツールについて（○付与が利用可） 

ListA 案内サイト（最新情報はこちらからご確認願います） 

（注意）検索件数について 
 
件数カウントは、1 つの処理ごとに 1 件となります。例えば、ＦＡＸ番号が必要なケー

スで、まず「電話帳検索」ツールで 1,000 件リスト化したところ、1 割の 100 件しかＦ

ＡＸ番号が無かったので、「ＦＡＸプラス」ツールに残り 900 件をかけ、400 件のＦＡ

Ｘ番号が付加できた。結果的に 500 件のＦＡＸ番号リストが収集できた。といった場合

において、件数カウントは、最初の 1,000 件と次の 900 件の合計、1,900 件となります。 
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【6】シリアルキーを認証 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※シリアルキーの認証には、インターネット接続ができる環境が必要です。 

リスタは複数台の PC にインストールすることができますが、ライセンス認証できるの

は 1 台の PC のみです。 
1 台がシリアルキーを認証してリスタを検索している状態の時に、他の PC で同じシリ

アルキーを認証してリスタを検索すると、先に検索していたリスタが試用版に戻るの

で、複数台でリスタをご利用される場合はご注意ください。 

リスタをお申し込みいただくと、製品版のシリアルキーを発行いたしますので、 

こちらの画面でシリアルキーを認証させます。これにより、ご契約の内容で検索ができるようになります。 

 

ここにメールで送られてくるシリアルキーを入力します。 

入力間違いを防ぐためにもコピー＆ペーストをおすすめします。 

シリアルキーを入力して OK ボタンを押すと認証に成功したとい

うメッセージがでます。 
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自動リスト作成ソフト「ListA（リスタ）」開発/発売元 

 

 

エコノス株式会社 

〒550-0002 

大阪市西区江戸堀 3-1-32-2F 

TEL：06-6225-3125 

リスタサポート専用 TEL：06-6225-3126 

FAX：06-6225-3127 

URL：http://www.econos.jp/ 


