
ザ・ビジネスモール

企画・編集・発行

ザ・ビジネスモール事務局（大阪商工会議所内）

このザ・ビジネスモールご利用ガイドブックは、ザ・ビジネスモール利用者向けのガイドブックとなっております。
このガイドブックの無断転載、第三者への配布などは、ザ・ビジネスモールの運営に支障をきたす恐れがありますので、
くれぐれも取り扱いにご注意下さいますようお願いいたします。
また、OS「Windows10、およびブラウザ「Firefox」の画面のキャプチャを利用しております。

2021年8月改訂

https://www.b-mall.ne.jp/

ご利用ガイド［自社PR編］
自社PR、商品サービス情報、ものづくり情報の登録、自社ユーザーの管理
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商品サービス情報 追加情報 ものづくり情報

ユーザー情報

企業基本情報

掲載情報

ザ・ビジネスモールの仕組み （登録情報）

ザ・ビジネスモールの登録情報は以下の仕組みとなっています。

企業基本情報
企業名、住所、電話番号、URL、問合せ受付メール、自社紹介文
※住所、電話番号、FAX番号の公開範囲設定可能

商品サービス情報
自社のPRしたい情報を画像（１点）、紹介文（1000文字）、URLリンク、動画付
きで掲載可能。 ※１社10件まで

追加情報
自社が開催するイベントセミナー情報・士業情報、本社支店情報・関連情報リン
ク・ビジネスパートナー情報・採用情報などの各種専門情報をジャンル別に掲載
可能。※掲載数無制限

ものづくり関連情報
技術分野、主力製品、強み、表彰実績、許認可、知的財産、工場情報、機械設備
情報（メーカー、種類、型番、台数、画像など）の製造業・ものづくりに関する情
報を掲載可能。 ※機械設備画像は５点まで、ものづくり情報は掲載数無制限

ユーザー情報

当該企業の担当者情報の登録。掲載情報の編集／商談モールの利用に必要。１社につき
複数名の登録が可能。ユーザーごとに権限設定も可能。１社につきユーザー登録数の上
限なし。 担当者（メールアドレス）別にご登録ください。
担当者ごとにザ・ビジネスモールの利用権限を設定可能。
商談モールの利用はユーザーごとに管理され、他のユーザー（担当者）の商談履歴は管
理者であっても閲覧できません。（買い手側・売り手側とも）

※太枠内が取引先検索対象となる掲載情報

掲載情報はすべて取引先検索の対象

掲載ページは１社ごとに個別のURLが付与
※簡易ホームページとしても利用可能

取引先検索では更新順に表示

・掲載情報の編集
・ザ・商談モールの利用
登録情報非公開

（商談相手先にのみ公開）

※企業基本情報は登録団体が一括で
登録している場合があります

※企業が先に登録されている場合はユーザー
（担当者情報）の登録をするとザ・ビジネスモー
ルの利用を開始する事ができます。
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掲載ページについて①

「企業基本情報／自社紹介の編集」
で内容を編集

企業名や所在地など重要な項目の変更は、入会先の登録団体で会員情報と照合します。
承認後、ザ・ビジネスモールに反映されます。

住所や電話番号などの変更がある場合は、ザ・ビジネスモール上での変更とは別に、
登録団体に変更手続きをお願いします。

10日以上経っても変更内容が反映されない場合は、ご加入の登録団体またはザ・ビジ
ネスモール事務局までお問合せください。

電話番号、FAX番号、所在地、問合せメールフォームの公開範囲
を設定する事ができます

（ 公開する ／ 公開しない ／ BMユーザーのみ公開 ）

業種は大分類、中分類、小分類の順に選択し、
自社に合致したものを登録いただけます。

複数登録する事ができます。（業種の登録数に制限はありません）

iタウンページに掲載の電話番号等と一致してれば、
iタウンページに「業務内容」「企業PR」が連携して掲載されます。

ｉタウンページとの連携について ： https://www.b-mall.ne.jp/itp

マイページ内「現在の掲載ページを確認する」ボタンから自社ページを開く事ができます

https://www.b-mall.ne.jp/itp
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掲載ページについて②

中略

「追加情報の登録／登録済内容の編集」
で登録、編集

「売りたい情報／PR／商品・サービス
の登録」で登録・編集

製造業・ものづくり関連情報
「保有する機械設備情報の登録・編集」
で登録・編集

ものづくり、士業、本支店情報など
それぞれの専用項目を入力できます
※登録件数無制限

PRしたい商品・サービスごとに写真、リンク、
動画（Youtubeのみ）付きで掲載。
１社につき10件まで登録
bmトレンドワードをハッシュタグ付き登録する
と、ｂｍトレンド一覧にも掲載

自社が保有する機械設備情報を登録し
て自社の対応力のPRができます。
設備画像５点まで
設備情報 制限なし
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マイページ①

マイページでは、ザ・ビジネスモールに掲載する情報、商談モールの利用に関する情報、ログイン関連情報
を自由に編集していただくことができます。

メールアドレスやメール配信設定を変更すること

ができます。

ユーザーの追加や、自社登録ユーザーの権限を設

定・管理することができます。

企業名や所在地・電話番号・URL・メールでの問

い合わせ先など基本情報の設定と、自社紹介文の

内容を編集できます

自社のPRしたい商材情報やサービス内容を画像・

URL・紹介文・動画付きで登録できます。

分野ごとの詳細情報を登録できます。

ザ・ビジネスモールに掲載中の

自社ページを開いて確認することができます。

※編集内容は完了５分後に掲載ページに反映されます

ザ・ビジネスモールの利用状況を表示しています

各操作メニューにジャンプすることができます

bmトレンドのキーワードに自社のPRを掲載する

ことができます。

※翌日にｂｍトレンド一覧に反映されます

掲載する情報はなるべく多く、
また更新することで検索にヒットしやすくなります

参考

自社PRの掲載のメリット ： https://www.b-mall.ne.jp/companypr/

企業情報・自社PR情報の掲載ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/

パスワードを変更することができます。

参考

ユーザー情報の管理ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/userupdateinfo/

ザ・ビジネスモールの「ログイン」ボタンから
マイページを開く事ができます

https://www.b-mall.ne.jp/companypr/
https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/
https://www.b-mall.ne.jp/userupdateinfo/
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マイページ②

自社の得意とする加工種別や表彰実績などものづ

くりに関する専用情報を登録できます。

自社が保有する機械設備情報を登録できます。

マッチング機能「ザ・商談モール」を使って、

買い手として募集内容や募集条件を明示して仕入

先・調達先を募集することができます。

募集案件へ応募エントリーされた内容・商談相手

先の情報を確認できます。

売り手としてエントリー（応募）した案件の内

容・商談相手先の情報を確認できます。

マッチング機能「ザ・商談モール」で自社が応募

できる案件を検索できます。

ｉタウンページへの連携を希望する場合はチェッ

クを入れます。

参考

製造業・ものづくり関連情報の掲載ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/manufactureinfo/

参考

ザ・商談モール（買い手）利用ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/aboutSyodanMall/

参考

ザ・商談モール（売り手）ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/aboutsyodanmallurite/

「ザ・商談モール」をご利用いただくうえでご留

意いただきたい事項やルールを掲載しています。

下書きして保存しておいた募集案件内容を呼び出

して続きから記入できます

参考

ｉタウンページとの連携について ： https://www.b-mall.ne.jp/itp

https://www.b-mall.ne.jp/manufactureinfo/
https://www.b-mall.ne.jp/aboutSyodanMall/
https://www.b-mall.ne.jp/aboutsyodanmallurite/
https://www.b-mall.ne.jp/itp
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３．よくあるご質問（企業基本情報）
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企業基本情報・自社紹介
を編集する
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１．企業基本情報 編集方法と概要

企業基本情報・自社紹介を編集する

１）マイページ内「企業基本情報／自社紹介の編集」を開きます
２）必要な情報を記入します
３）「確認ページへ」→「更新する」をクリックします
４）入会先の商工会議所・商工会にてお届けの内容と照合し、内容を確認いたします。

※通常１週間一週間以内を目途に確認されます。万が一、１週間経過してもお手元に完了メールが届かない
場合は、ザ・ビジネスモール事務局までお問合せください。

企業名や所在地・電話番号・URL・メールでの問

い合わせ先など基本情報の設定と、自社紹介文の

内容を編集できます

参考

自社PRの掲載のメリット ：
https://www.b-mall.ne.jp/companypr/

企業情報・自社PR情報の掲載ガイド ：
https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/

掲載ページサンプル（製造系）： https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-FYbqCQeyIWdq.html

掲載ページサンプル（卸売系）： https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-JYbqCQgyKQir.html

掲載ページサンプル（大商ビジネスモール株式会社）：
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html

サンプルページをご用意しています。掲載情報の参考までにご活用ください。

ザ・ビジネスモールに掲載する自社の基本情報や自社紹介内容を編集することができます。
登録情報はすべてザ・ビジネスモールの取引先検索（企業検索）の検索対象となるため、なるべく多くの情報を掲載し、
取引チャンスを獲得しましょう。
取引先検索（企業検索）は更新順に表示されるので、適宜情報を更新いただくと、更新の都度、上位に表示されます。

１社ごとに個別の掲載ページが作成されますので、簡易ホームページとしても利用可能です。

［企業基本情報／自社紹介の編集 操作方法］

https://www.b-mall.ne.jp/member/company/edit/?resource=SINSEI&action=UPDATE
https://www.b-mall.ne.jp/secretaryinquiry/edit/
https://www.b-mall.ne.jp/companypr/
https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-FYbqCQeyIWdq.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-JYbqCQgyKQir.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html
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２．企業基本情報 入力画面①

企業基本情報・自社紹介を編集する

登録団体に届けている企業名を入力します。（必須）

企業名のフリガナを入力します。 （必須）

支店名や、企業名とは別に表示させたい屋号などを入力します。

登録団体に届けている所在地を入力します。

掲載する情報の公開範囲を設定することができます。
●公開する：
ページを閲覧したすべての方に表示します

●ビジネスモール会員にのみ公開する：
ザ・ビジネスモールのユーザーＩＤでログインした方にのみ表示します。
●公開しない：
登録された情報は表示されません。
※住所は町名まで表示されます。地図は表示されません。

●登録団体規準に従う：
登録団体が設定した公開／非公開設定に準拠します。

登録団体に届けている電話番号を入力します。

・企業情報は基本的に商工会議所・商工会にお届けの情報をご掲載ください。
・企業情報は入会先の商工会議所・商工会にてお届けの内容と照合し、内容を確認いたします。
・入会先の商工会議所・商工会の承認完了後５分後に掲載ページに反映されます。
・企業検索ページのフリーワード検索にヒットするのは翌日となります。
・※通常１週間一週間以内を目途に確認されます。万が一、１週間経過してもお手元に完了メールが届かない
場合は、ザ・ビジネスモール事務局までお問合せください。
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自社ホームページのURLを入力します。
SEO対策の１つにもなります。

業種を設定します。（複数可、何個でも登録できます。）

企業ＰＲ情報を入力できます。
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。

※取引先らくらく検索での検索対象となります。

業務概要、企業ＰＲを登録すると、ｉタウン
ページの貴社ページに企業PR情報を無料で掲載
できます（※）

※iタウンページに掲載されている電話番号や所
在地と合致し、連携希望にチェックが入ってい
る場合

メールアドレスを登録すると、問合せフォームが設置されます。
メールアドレスは公開されません。

●ビジネスモール会員に限定する：
営業メールなどの不要なメールをなるべく減らしたい場合はこちら
を設定します。
ビジネスモールのユーザー、または問い合わせユーザー登録してい
る方のみメールフォームを使って問い合わせすることができます。

●ビジネスモール会員に限定しない（すべて受付）：
取引機会をなるべく拡げたい場合はこちらを設定します。ページを
ご覧になったすべての方がメールフォームを使って問い合わせする
ことができます。

２．企業基本情報 入力画面②

企業基本情報・自社紹介を編集する



自社の情報を登録したいのですが、どうすればザ・ビジネスモールに載りますか？

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）に入会されている会員企業
様であれば、ご登録いただけます。トップページの「ユーザー登録(無料)」ボタンよりご登録ください。
それぞれの登録団体でお届けの会員情報と照合し、登録承認をいたします。

ザ・ビジネスモールに掲載する（企業情報を登録する）のに費用はどれくらいかか
りますか？

会員企業様であれば、ザ・ビジネスモールへの登録・利用に関する費用は一切無料です。
ただし、それぞれの商工会議所・商工会の会員として継続するには、それぞれの商工会議所・商工会が
定める会費が必要です。詳細は入会先の商工会議所・商工会にお尋ねください。

企業情報を変更しましたが、いつ変更完了しますか？

企業情報は入会先の登録団体（商工会議所・商工会）が、お届けいただいている会員情報と照合のうえ
承認します。お届け情報と異なる場合は、承認に先立って登録団体から確認の連絡がくる事があります
ので、ご対応をお願いします。通常１週間以内に承認される見込みですが、１週間以上経過しても完了
メールがお手元に届かない、変更内容が反映されない場合はザ・ビジネスモール事務局までお問合せ下
さい。処理状況を確認いたします。

企業情報変更の完了通知がきましたが、検索してもヒットしません

登録団体が承認すると、企業情報変更完了としてメールで完了通知が送られます。
変更完了５分後に掲載ページの情報が変更されます。
※マイページ内「現在の掲載ページを確認する」よりご確認いただけます。

また、取引先検索のフリーワード検索には、翌日に変更後の情報でヒットするようになります。

登録した覚えはないのに、自社情報が表示されているのはなぜですか？

登録団体が一括で、企業の基本情報などを登録していることがあります。
掲載を拒否される場合は、ご加入の登録団体にデータを削除してもらうようにご依頼いただくか、
ザ・ビジネスモール事務局までご連絡ください。
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３．よくあるご質問（企業基本情報）

企業基本情報・自社紹介を編集する

企業情報の変更をしたのに、掲載ページの情報が変更されません

企業情報は入会先の登録団体（商工会議所・商工会）が、お届けいただいている会員情報と照合のうえ
承認します。変更手続きをいただいたにも関わらず、掲載情報が変更されない場合は、登録団体での承
認がなされていない事があります。ザ・ビジネスモール事務局までご連絡いただくか、ご入会先の登録
団体までお問合せください。



売りたい情報／PR／
商品・サービス情報の登録

12

１．売りたい情報/PR/商品サービス情報 編集方法と概要
２．売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録・管理画面
３．bmトレンドへの登録
４．よくあるご質問（売りたい情報／PR／商品・サービス情報）

P．13
P．14
P．16
P．17
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１．売りたい情報/PR/商品サービス情報 編集方法と概要

１）マイページ内「売りたい情報／PR／商品・サービスの登録」を開きます
２）・新しい情報を登録する場合：「新たに商品・サービス情報を登録する」ボタンをクリックします
・登録している情報を変更する場合：変更したい情報の「変更」ボタンをクリックします
・登録している情報を削除する場合：変更したい情報の「削除」ボタンをクリックします

３）必要情報を記入、設定します。
４）「登録する」をクリックします。
５）「表示する」ボタンで掲載ページを確認する事ができます
※商品サービス情報の登録・変更・削除は、５分後に掲載ページに反映されます。

・機種依存文字、絵文字はご利用いただけません
・PDFは画像として読み込みません。jpg、bmp、png、gifいずれかのファイル形式のものをご用意ください
・YoutubeのURLは、単独の動画ページのＵＲＬをご指定ください。チャンネルページのURL（チャンネル
URL）は再生ウィンドウは表示されませんのでご注意ください。
・bmトレンドのキーワードは、１つの商品サービスにつき、いくつでも登録していただけます。

参考

自社PRの掲載のメリット ：
https://www.b-mall.ne.jp/companypr/

企業情報・自社PR情報の掲載ガイド ：
https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/

企業基本情報にプラスして、自社が取扱う商品やサービス、またPRしたい情報を
画像、リンク、動画付きで掲載できます。（１企業につき10件 ※BMプレミアム利用企業は100件）

登録情報はすべてザ・ビジネスモールの取引先検索（企業検索）の検索対象となるため、なるべく多くの情報を掲載し、
取引チャンスを獲得しましょう。
取引先検索（企業検索）は画像があるものを更新日の新しい順に各企業毎に３件までを優先して表示します。

また、bmトレンドにピックアップされているキーワードを「＃（ハッシュタグ）」付きで登録すると、
ｂｍトレンドのキーワード一覧で紹介されます。
bmトレンドでは、基本的に更新順で表示されますので、適宜更新して、PRにつなげましょう。

［売りたい情報／PR／商品・サービスの登録 操作方法］

売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録

掲載ページサンプル（製造系）： https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-FYbqCQeyIWdq.html

掲載ページサンプル（卸売系）： https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-JYbqCQgyKQir.html

掲載ページサンプル（大商ビジネスモール株式会社）：
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html

サンプルページをご用意しています。掲載情報の参考までにご活用ください。

https://www.b-mall.ne.jp/member/product/list/
https://www.b-mall.ne.jp/companypr/
https://www.b-mall.ne.jp/prupdateinfo/
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-FYbqCQeyIWdq.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-JYbqCQgyKQir.html
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html
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2．売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録・管理画面 ①

売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録

10件まで
登録可能

掲載中のページを
表示します

登録した商品サービス情報の順番を変更できます

新しく商品サービス情報を追加します
特定の文字を含む情報や番号などを

指定して検索できます

登録した内容を
編集します

登録した内容を
削除します

※ドラッグアンドドロップでも順番を変更できます

情報の登録・変更内容（削除含む）は、
５分後に掲載ページに反映されます。
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売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録

画像を掲載できます。

ボタンをクリックし、登録したい画像ファイル（jpgやgif、

bmpなど）を選択します。（１ファイル１MBまで）

※画像を読込後、プレビューは表示されません。
「登録する」ボタンを押した際に確定されます。

商品サービス情報のタイトルとして表示されます。
商品名だけではなく、キャッチコピーなどを含める等工夫
するとアクセス数アップにつながります。

商品やサービスの説明を１０００文字以内で記載できます。

商品紹介などのホームページをお持ちの場合は、
ＵＲＬ欄に登録すると、商品サービス情報ページからリンク
されます。

商品やサービスのカテゴリを選択します。
大カテゴリ→中カテゴリの順に一番近しいカテゴリを選択
してください。
取引先検索でのカテゴリ検索の対象となります。

登録後、掲載ページへは５分後に反映されます。

YouTubeのURLを登録すると、掲載ページ内に動画の再
生画面が表示されます。
※単体の動画ページのURLをご登録ください。YouTube
のチャンネルURLだと再生画面は表示されません。

・機種依存文字、絵文字はご利用いただけません
・PDFは画像として読み込みません。jpg、bmp、png、gifいずれかのファイル形式のものをご用意ください

2．売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録・管理画面 ②

掲載ページサンプル（大商ビジネスモール株式会社）：
https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html

https://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQfvLYdt.html
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3．bmトレンドへの登録

売りたい情報／PR／商品・サービス情報の登録

bmトレンドのキーワードを「商品サービス情報」の ”詳細” 欄に入れると、
それぞれのキーワード一覧で紹介されます

bmトレンドや、フリーワード検索でヒットするのは翌日となります。
bmトレンドに登録いただいた情報は、ザ・ビジネスモールの公式SNSで掲載させていただくことがあります。

ｂｍトレンドとは
ニュースや話題になっている旬のキーワードをワンクリックしてビジネスチャンスにつなげる、
ザ・ビジネスモールのサービスです。その時々のトレンドとなるキーワードを取り上げ、TOPページ、検索ページに
掲載しており、キーワードをクリックすると、そのキーワードを含む商品サービス情報が表示される仕組みです。

キーワードに関連した商材やサービスをお持ちの企業様は、そのキーワードを盛り込んで登録いただくことで検
索優位になるメリットがございます。

１）マイページ内「売りたい情報／PR／商品・サービスの登録」を開きます
２）・新しい情報を登録する場合：「新たに商品・サービス情報を登録する」ボタンをクリックします
・登録している情報を変更する場合：変更したい情報の「変更」ボタンをクリックします

３）必要情報を記入、設定します。
４）「登録する」をクリックします。

※bmトレンドのキーワードは、１つの商品サービスにつき、いくつでも登録可能です。

冒頭に 「＃」（ハッシュタグ） 付きでキーワードを掲載してください

（掲載例）

＃BCP ＃テレワーク ＃サブスク #新商品

このサービスはインターネットを使った・・・

［bmトレンドの登録 操作方法］

https://www.b-mall.ne.jp/member/product/list/


自社の商品やサービスをもっとPRしたいです

「商品・サービス情報」をご登録ください。１企業につき１０件まで無料でご登録いただけます。

商品・サービス情報にはどれくらいの情報が掲載できますか？

１件につき、画像１点、タイトル、説明文章（１０００文字）、リンクURL、動画URLが登録いただけます。

画像はどのようなものが登録できますか？

１MB（メガバイト）までの画像ファイル（gif、jpeg、jpg、png、tiff）でしたら、登録可能です。縦横の
サイズに制限はありません。なお、PDFは画像として登録できません。

画像は登録しなくても良いですか？

画像は必須項目ではありませんので、画像をご掲載にならなくてもご登録いただけます。
ただ、画像をご登録いただく方が検索画面でも上位に表示されるため、イメージ画像や
事務所の外観など、差し障りのない範囲でなるべくご登録されることをおすすめします。

画像を変更したのに変わりません

①「登録する」ボタンをクリックされていますか？
→画像を読み込んだだけでは変更されません。（プレビューの小さな画像も変更されません）

②画像のファイルサイズは１MBより小さなものですか？
→ファイルサイズが１MBを超えていると、商品・サービス情報の画像に登録できません。
ファイルサイズを小さくしていただくか、別のファイルをご指定ください。

以上をご確認頂いても問題がない場合は、ザ・ビジネスモール事務局までお問合せください。
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３．よくあるご質問（売りたい情報／PR／商品・サービス情報）

企業基本情報・自社紹介を編集する

商品サービス情報を登録したのに、取引先の検索でヒットしません

①取引先検索では、登録または変更の翌日に変更後の情報でフリーワード検索の対象となります。
当日登録いただいた情報については、翌日に検索にヒットしますので、
日にちを改めてご確認ください。

②フリーワード検索に入力されているキーワードが商品サービス情報に入力されているか
ご確認ください。検索では入力された文言すべてが検索の対象としていますが、
検索ワードの記載がない場合はヒットしません。

③画像の登録がない場合は、更新日が新しくても表示順序が後ろの方になる場合があります。
後ろのページにないかご確認いただくか、画像を登録のうえ、再度ご確認ください。

以上をご確認頂いても問題がない場合は、ザ・ビジネスモール事務局までお問合せください。

１企業につき１０件の商品･サービス情報が無料で登録可能です。
さらに沢山の商品サービス情報を登録されたい場合は、「BMプレミアム」をご利用ください。
BMプレミアム ： https://www.b-mall.ne.jp/guidepremium/

https://www.b-mall.ne.jp/guidepremium/


追加情報／
製造業ものづくり関連情報
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１．追加情報 編集方法と概要
２．ものづくり関連情報の概要と登録（BMファクトリー）
３．機械設備情報の登録

P．19
P．20
P．21
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１．追加情報 編集方法と概要

追加情報／製造業ものづくり関連情報

ものづくり関連情報、イベントセミナー情報、相談情報（士業、コンサルタント、専門家向け）、本支社・支店・営業所・工場
等の関連情報 などそれぞれの項目に入力した情報を掲載できます。
ものづくり情報をご登録いただくと、ザ・ビジネスモール内の製造業支援ポータルサイト「BMファクトリー」に
掲載されます--＞参考［BMファクトリー］

１）マイページ内「追加情報の登録／登録済情報の編集」を開きます
２）・新しい情報を登録する場合：「新たに追加情報を登録する」ボタンをクリックします
・登録している情報を変更する場合：変更したい情報の「変更」ボタンをクリックします
・登録している情報を削除する場合：変更したい情報の「削除」ボタンをクリックします

３）登録する情報の「入力する」から必要情報を記入、設定します。
４）「次へ」→「はい」をクリックします。
※５分後に掲載ページに反映されます。

［追加情報の登録 操作方法］

新しい情報を登録します

登録している情報を
変更します

登録している情報を
削除します

ドラッグ＆ドロップすると
掲載順序を変更します

登録情報の「入力する」をクリック

入力後、「次へ」→「はい」で登録完了

※掲載ページへは５分後に反映されます。

https://www.b-mall.ne.jp/bmfactory/
https://www.b-mall.ne.jp/member/product/list/
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２．ものづくり関連情報の概要と登録（BMファクトリー）

追加情報／製造業ものづくり関連情報の登録

ものづくり情報では、工場所在地、主力製品・技術、加工種別など、ものづくりに関する詳細情報を掲載できます。
ご登録いただくと、ザ・ビジネスモール内の製造業支援ポータルサイト「BMファクトリー」に掲載され「ものづくり」に関す
る強みをアピールする事ができます。

製造業向け取引支援サービス「ＢＭファクトリー」
https://www.b-mall.ne.jp/bmfactory/

ＢＭファクトリーは、ザ・ビジネスモールから生まれた製造業向け取引支援サービスです。
ものづくりを追求されるみなさまの商談マッチング、販路開拓を支援します。

１）マイページ内「ものづくり関連情報の編集」を開きます
２）・新しい情報を登録する場合：「新たに追加情報を登録する」ボタンをクリックします
・登録している情報を変更する場合：変更したい情報の「変更」ボタンをクリックします
・登録している情報を削除する場合：変更したい情報の「削除」ボタンをクリックします

３）「ものづくり」の「入力する」から必要情報を記入、設定します。
４）「次へ」→「はい」をクリックします。
※５分後に掲載ページに反映されます。

［ものづくり関連情報情報の登録 操作方法］

※表中、表記なし項目はすべて複数行フリー入力。2000文字入力可能。

https://www.b-mall.ne.jp/member/product/list/
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３．機械設備情報の登録 ①設備画像

追加情報／ものづくり関連情報の登録

自社の保有する機械設備（型番や台数）情報を企業ページに掲載する事で自社の魅力をPRする事ができます。
登録した情報はザ・ビジネスモールの「取引先検索」でも検索の対象となります。
①機械設備画像 5点まで
②機械設備の情報 （登録数制限なし）

掲載項目 ： 名称 、 種類 、 型番 、 台数 、 メーカー 、 備考

１）マイページ内「保有する機械設備情報の登録・編集」を開きます
２）「設備画像を登録・削除する」ボタンをクリックします

・画像ファイルは「jpg」・「png」・「bmp」・「gif」の拡張子の画像が登録できます。
・PDFは画像として読み込みません。
・１ＭＢまでの画像が登録できます。
・ドラッグ＆ドロップで表示順を並び替えることもできます。
・画像を変更する場合は、別の画像を登録するか、削除してください。

３）「参照」ボタンから機械設備画像を選択し、読み込みます。
４）最後に「画像を登録する」ボタンをクリックします
※５分後に掲載ページに反映されます。

［設備画像の登録 操作方法］ ※画像ファイル（jpg、bmp、png、gif） ５点まで

「参照」ボタンから機械設備の写真を選択

※表示順を変更した後も
「画像を登録する」
ボタンを押します。

https://www.b-mall.ne.jp/member/facility/list/
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３．機械設備情報の登録 ②設備情報

追加情報／ものづくり関連情報の登録

１）マイページ内「保有する機械設備情報の登録・編集」を開きます
２）新しい情報を登録する場合：「新たに設備情報を登録する」ボタンをクリックします
・登録している情報を変更する場合：変更したい情報の「変更」ボタンをクリックします
・登録している情報を削除する場合：変更したい情報の「削除」ボタンをクリックします

３）必要情報を記入、設定します。
４）最後に「登録する」ボタンをクリックします
※５分後に掲載ページに反映されます。

［設備情報の登録 操作方法］

新しい情報を登録します

登録している情報を
変更します

登録している情報を
削除します

ドラッグ＆ドロップすると
掲載順序を変更します

掲載順序を変更します

特定の文字を含む情報や番号などを
指定して検索できます

https://www.b-mall.ne.jp/member/facility/list/


ユーザー情報の管理
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１．個人情報・関心情報・取引関連情報、パスワードを変更する

ユーザー情報の管理

ザ・ビジネスモールに登録している自身のユーザー登録情報（個人情報・関心情報・取引関連情報）や、
パスワードを変更する事ができます。
ザ・商談モールの新着案件のメールや、BMサプリ（ザ・ビジネスモールのメールマガジン（週一回配信））の受信設定
を行う事ができます。

メールアドレスやメール配信設定を変更すること

ができます。

ユーザーの追加や、自社登録ユーザーの権限を設

定・管理することができます。

パスワードを変更することができます。

参考 ユーザー情報の管理ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/userupdateinfo/

メールアドレスや、商談モールの新着案件メール、メールマガジン（BMサプリ）の配信設定、自身のユーザー情報の設定内容を
変更できます。ユーザー情報項目内容（氏名・電話番号・メールアドレス）は、商談モール利用時、
買い手からの商談申込後、取引相手先にお互いに開示されます。
その他の場合にザ・ビジネスモールでは表示されることはありません。

①個人情報・関心分野・取引関連情報の管理

メールアドレスはユーザーIDとしています。
メールアドレスを変更された場合はログイン時の入力アドレスにご注意ください。

・選択された関心分野（カテゴリ）とサービス対応地域が合致した商談案件情報をメールでお届けします。
・商談案件への応募には、買い手が指定する対応地域と合致している必要があります。
・商談案件ページにて「応募する」ボタンがグレーになり、「地域が合致していない・・」とメッセージが表示
されている場合は、ユーザー情報内「対応可能地域」の設定をご確認・またはご変更ください。

１）マイページ内「個人情報・関心分野・取引関連情報の管理」を開きます
２）ユーザー基本情報、ユーザー取引関連情報の必要な設定変更をします
３）「確認ページへ」→「変更する」をクリックします

［個人情報・関心分野・取引関連情報の管理 操作方法］

①

②

③

ザ・ビジネスモールへのログインパスワードを変更できます。
※セキュリティー維持のため、定期的な変更をお勧めします。
※パスワードは半角のアルファベットまたは数字で6文字以上で設定してください。

②パスワードの変更

１）マイページ内「パスワードの変更」を開きます
２）現在のパスワードを入力します
３）新しいパスワードを入力します
４）「パスワードの変更」ボタンを押します

※パスワードの変更が完了したら、次回ザ・ビジネスモールにログインする時は新しいパスワードを入力します。パソコンま
たはブラウザに古いパスワードが保存されている場合は新しいパスワードに更新をお願いします。

［パスワードの変更 操作方法］

https://www.b-mall.ne.jp/userupdateinfo/
https://www.b-mall.ne.jp/member/info/edit/
https://www.b-mall.ne.jp/member/password/edit/


自社の担当者をマイページから追加することができます。
PR情報の編集を別の担当者に任せたり、商談モールを複数の担当者で管理したい際などに便利です。
一社につき、何人でも自社の社員をユーザーとして追加する事ができます。
調達部門、営業部門など利用したい機能を登録ユーザーごとに利用する権限を変更することが出来ます。
※１社につき管理者を２人以上登録してください。（ユーザーが１人の場合を除く）
※商談モール（売り手、買い手）、ユーザー情報の変更、パスワードの変更機能は、どのユーザーでも利用する事ができます。
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２．自社担当者の追加、権限の設定①

ユーザー情報の管理

１）マイページ内「自社ログインユーザーの管理」を開きます
２）「ユーザーを追加する」をクリックします
３）必要な設定変更をします
※すべての機能を許可するには「管理者権限を付与する」にチェックを入れます。
※機能の制限が必要な場合は「管理者権限を付与する」にチェックを入れず、個別の「利用可能権限設定画
面」で設定を行います。
４）「確認ページへ」→「登録する」をクリックします
５）入力したアドレス宛に登録完了メールが送信されます。届いたメールに記載のＵＲＬからパスワードを設定
するとログインできるようになります。

③自社ログインユーザーの管理

［自社ログインユーザーの追加 操作方法］

※管理者権限を付与しない場合は、「利用可能権限設定画面」で個別に権限設定を行います。
※何の権限も設定しない場合、以下の操作のみ可能となっています。
・掲載ページの表示
・自身のメールアドレスやパスワードなどの個人情報、関心分野、取引関連情報の変更
・商談モールの利用（売り手、買い手）

https://www.b-mall.ne.jp/member/user/list/
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２．自社担当者の追加、権限の設定①

ユーザー情報の管理

１）マイページ内「自社ログインユーザーの管理」を開きます
２）変更するユーザーの「権限変更する」をクリックします
３）必要な機能にチェックを入れます
４）「確認画面へ」→「設定する」をクリックします

［自社ログインユーザーの権限変更方法］

「権限変更する」リンクが表示されていないユーザーは管
理者権限を付与されています。

※管理者権限を持っているユーザーは すべての操作が
可能です。

権限を変更する場合は、当該ユーザーのユーザー名をク
リックし、変更画面で管理者権限のチェックを外すと権限
変更が行えるようになります。

https://www.b-mall.ne.jp/member/user/list/
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●自社PRの登録
●ザ・商談モール
の利用方法や、詳細については、
別冊の操作マニュアルまたはサイト上のご利用ガイドを
ご覧ください

ザ・商談モール編
ザ・商談モール（買い手）利用ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/aboutSyodanMall/

ザ・商談モール（売り手）ガイド ： https://www.b-mall.ne.jp/aboutsyodanmallurite/

ご利用ガイド［ザ・商談モール編］ （PDF） ：
https://www.b-mall.ne.jp/viewdocument/?DocumentID=cae82d4350cc23aca7fc9ae38dab38ab

ザ・ビジネスモール概要編
ザ・ビジネスモールとは ： https://www.b-mall.ne.jp/guide/

ご利用ガイド［概要編］ （PDF） ：
https://www.b-mall.ne.jp/viewdocument/?DocumentID=48042b1dae4950fef2bd2aafa0b971a1

https://www.b-mall.ne.jp/aboutSyodanMall/
https://www.b-mall.ne.jp/aboutsyodanmallurite/
https://www.b-mall.ne.jp/viewdocument/?DocumentID=cae82d4350cc23aca7fc9ae38dab38ab
https://www.b-mall.ne.jp/guide/
https://www.b-mall.ne.jp/viewdocument/?DocumentID=48042b1dae4950fef2bd2aafa0b971a1


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。

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

ご不明な点などございましたら、ザ・ビジネスモール事務局までお気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ

■ ザ・ビジネスモール事務局へのお問い合わせ
https://www.b-mall.ne.jp/secretaryinquiry/edit/

■ お問合せ受付電話番号

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

■ メール
b-mall@b-mall.ne.jp
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