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オフィシャル機能

建通新聞社のオフィシャルサイトとなります。

会員はここからログインできます。

ログインすると、帯の色が
　【緑】→【黒】
になります。
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有料会員コースの概要

建通新聞電子版は一部無料で見れる記事もありますが、有料会員にならないと見れない記
事・データ・機能などがあります。
【有料会員コース】は、①ネット会員（３ヶ年度データ）　②ＤＢ会員（８ヶ年度データ）
という２種類から選択できます。各コースの比較は下図のようになります。
まずは、 ５つのポイントをご紹介します。
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入札情報のページについて　　　①公示・公告

もっとも迅速さが要求される､ 一般競争入札、 公募型指名競争入札など公示・公告情報は、
申込締切日、申込資格 （業種・等級及び要件）、工事概要などの必要項目を表示。お好み
の条件で検索できます。
非会員　：一覧表示項目まで（申込受付中の案件はデータ件数のみ、申込締切日を経過した案件は要約のみ）

会員　 　：全詳細項目表示（申込資格、工事概要、申込締切日など）

入札情報のページについて　　　②予告

予告も地域や発注先、キーワードでの検索が可能ですが、非会員は検索結果をデータ件数
で見ることができます。会員は全詳細データを見れます。
非会員：データ件数のみ
会員　 ：全詳細項目表示（工事件名や入札日、入札参加者など）
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入札情報のページについて　　　③結果

結果も地域や発注先、キーワードでの検索が可能です。非会員は検索結果のうち、発注先、
工事件名、入札日を見れます。会員は落札額、落札業者など全詳細データを見れます。
非会員：一覧表示項目まで
会員　 ：全詳細項目表示（落札者、落札金額、入札参加者、予定価格など）

発注予定のページについて

入札情報と同様、地域や発注先、キーワードでの検索が可能です。
非会員は検索結果のうち、データ件数と工事件名を見れます。会員は全詳細データを見れ
ます
非会員：一覧表示項目まで
会員　 ：全詳細項目表示（発注時期など）
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入札・発注予定の詳細ページ

公示・予告・結果、発注予定など「会員」は詳細情報を見ることができます。
【データ範囲は、【ネット会員】は３ヶ年度、【ＤＢ会員】は８ヶ年度の入札データを検
索・閲覧することが可能です。　※ＤＢ会員はダウンロードも可能】

【ＣＳＶデータ出力】
DB会員限定機能
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建築データのページについて

官公庁営繕計画は、将来的に工事発注が見込まれる官公庁の営繕計画データベースです。
会員登録をすると発注先、建設地、概要・規模、調査・設計者などお好みに応じて検索・
ダウンロードしてご利用いただけます。
　→　非会員　　　：　一覧表示項目まで見れます
　→　ネット会員　：　全詳細項目を見れます
　→　ＤＢ会員　 　：　全詳細項目を見れます。ダウンロードもできます。

民間建築データは、民間の着工予定物件（建通新聞掲載物件のうち、施工者が決定した物
件）に関するデータベースサービスです。 建築用途（福祉施設、事務所ビル、工場・流通
施設、共同住宅ほか）や完成時期など、検索機能で絞り込みによるご利用者独自のデータ
が簡単に作成できます。
　→　非会員　　　：　一覧表示項目まで見れます
　→　ネット会員　：　全詳細項目を見れます
　→　ＤＢ会員　 　：　全詳細項目を見れます。ダウンロードもできます。
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建築データアーカイブは、2000年以前にさかのぼって建通新聞紙面に掲載した建築情報
（施工者が決定した物件）を再編集したデータベースです。会員になると建築用途、規模、
建設地、施主、施工者などお好みに応じて検索・ダウンロードなどをご利用いただけます。
　　→　非会員　　　：　一覧表示項目まで見れます
　　→　ネット会員　：　全詳細項目を見れます
　　→　ＤＢ会員　 　：　全詳細項目を見れます。ダウンロードもできます。

＜２０１１年１０月現在の保有データ＞
東京　　　　　　　　　　　　 　　　  1989/6/1 ～ 1996/9/30 
神奈川 　　　　　　　　　　 　　　　1972/4/10 ～ 1979/9/30 
静岡 　　　　　　　　　　　　　　　  1970/4/1 ～ 1977/9/30 
中部（愛知/岐阜/三重）   　　　  1970/1/7 ～ 1977/9/30 
大阪・兵庫　　　　　　　　　　　　 1989/4/21 ～ 1996/9/30 
岡山　　　　　　　　　　　　 　　　  1994/1/1 ～ 2003/9/30 
四国（香川/徳島/高知/愛媛）　 1970/1/7 ～ 1977/9/30 
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建設会社データのページ

このページには、「建設会社検索」「入札参加資格者名簿」「建設関連団体加盟社名簿」
の３種類のデータがあります。

検索結果のうち、契約地域
については、「ＣＳＶダウンロー
ド」が可能です。

【ＤＢ会員限定機能】

完工高、Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ｗなどで
ランキング表示が可能。

【会員限定機能】

全国の入札参加者名簿、建
設業協会、電業協会、管工
事協会、設計事務所協会デー
タをダウンロード可能です。

【会員限定機能】

全国の経審データを対象
に検索します。

非会員：検索できます
会員　 ：検索できます

経審データの詳細を見るこ
とができます。

【会員限定機能】
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トップページの構成について　　　①ニュースの掲載

ＴＯＰページではニュース性とライブ感をコンセプトに、新聞よりも早くニュース（第一報）を掲載
していますす。

写真で見るニュース
・写真付きの記事を抜粋し、掲載していま
す。
「非会員」 　：要約

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル

東日本大震災関連情報
・震災関連のニュースを掲載します。
「非会員」 　：要約

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル

地域のニュース
・各地域の記事の中から最新のニュース
を掲載します。
「非会員」　 ：要約

「会員」　　　：ＴＯＰページ上で見出し公開して
　　　　　　　　いる記事は全地域分の記事を全
　　　　　　　　文 見れます。

ビジネスコラム
・電子版独自の情報となります。
週１回、最新の情報を掲載します。
「非会員」 　：記事全文、画像、添付ファイル

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル

社説
・建通新聞掲載記事の中からピックアッ
プして掲載します。
「非会員」 　：記事全文、画像、添付ファイル

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル

ニュースランキング
・１週間以内の記事の中からアクセスが
多い記事をランキング表示します。
「非会員」 　：要約

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル
　　　　　　　　※契約地域のランキングも見れる

編集長のおすすめ
・最新の中央ニュースを掲載しています。
「非会員」 　：要約

「会員」　　　：記事全文、画像、添付ファイル
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トップページの構成について　　　②ポータル機能

「ＴＯＰページ」はニュース性、ライブ感だけではなく、各サービスへの入口（ポータル）
としての役割も担います。

会員ログインコーナー
・電子版会員様の入口です。会員ＩＤとパ
スワードでログインしていただきます。
（「パスワードの保存」をチェックしてログ
インすると、次回から自動ログインが可
能です）
　　　※ログイン後、お客様側でご希望の
　　　　 ＩＤ、パスワードに変更することが

　　　　可能です。

ヘッダ（サービスメニュー）タブ
・電子版でご提供するサービスをタブ形
式で配置しています。利用したいタブをク
リックすると、各サービスページが表示さ
れます

特集コーナー
・建通新聞の特集号の中からピックアッ
プして掲載します。
「非会員」　 ：記事全文を表示

「会員」　　　：記事全文を表示

※このエリアは広告解放も行っています。
詳しくは、「広告掲載について」をご参照く
ださい。

企画特集
・建通新聞の特集号の中からピックアッ
プして掲載します。
「非会員」　 ：記事全文を表示

「会員」　　　：記事全文を表示

※このエリアは広告解放も行っています。
詳しくは、「広告掲載について」をご参照く
ださい。

セミナー、書籍、アンケート、メル
マガ、モバイルサイト紹介
・当社の商品をご紹介しています。セミ
ナー、書籍は最新１件を掲載しています。
アンケートは月２回更新します。

各種件数ＰＲ
・発注先・取材先の総数、受付中公示案
件数、本日の入札件数など、当社の情報
収集力を公開しています。
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新聞記事検索

新聞掲載記事を検索できるサービスです。
「非会員」　 ：見出しを１０件

「会員」　　　：契約地域の記事全文、画像、添付ファイル

建設人のページ　　官公庁から中小建設会社まで建設に係わる人物にスポットを当てています。

ＴＯＰ３本を手動で公開します。

「非会員」 　：要約

「会員」　　　：全地域の記事全文、
　　　　　　　　 画像、添付ファイル

４本目～　１３本目までの記事は見
出しを公開しています。

「非会員」 　：見出しのみ

「会員」　　　：契約地域の記事全文、
　　　　　　　　 画像、添付ファイル

検索結果は見出し１０件を表示しま
す。

「非会員」　 ：見出しのみ

「会員」　　　：契約地域の記事全文、
　　　　　　　　 画像、添付ファイル

「非会員」 　：見出しのみ

「会員」　　　：契約地域の記事全文、
　　　　　　　　 画像、添付ファイル
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予算情報

入札参加要領

①エリア　②年度　で絞り込みができ
ます。

「非会員」　 ：要約

「会員」　　　：契約地域の記事全文

各種検索ができます。

検索結果は、

「非会員」　 ：一覧のみ

「会員」　　　：契約地域の記事全文
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ＭＹニュースメール

月～金1日1回の配信となります。お好みの登録条件（キーワード）に合致したニュースを配信い

たします。例えば、官庁名をキーワード登録すれば、大型工事ニュース、予算情報、発注情報な
ど、キーワードに合致したニュースをお届けします。
【会員限定機能。契約地域のニュースが対象です。毎日１７時に配信します】

入札速報メール

入札速報メールは、その日の最新入札情報（公示公告・予告・結果）を会員様ご希望の発注者
ごとにまとめて配信するサービスです。
メール本文に記載されているリンクをクリックするだけで案件の詳細情報をご覧いただけます。
【会員限定機能。契約地域の入札が対象で、毎日１８時に配信いたします】
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記事スクラップサービス

ニュース記事をオンライン上に保存できる機能です。煩雑なスクラップ作業の手間がはぶけます。
朝パソコンで見出しにさっと目を通して気になる記事をスクラップし、時間がある時にまとめ読み
をするなどの用途に利用できます。スクラップした記事は、お好みのカテゴリに分類できます。
【会員限定機能。契約地域のニュースが対象です。５００本までスクラップできます】

インターネット広告について

●電子版では２０種類のインターネッ
ト広告を用意しています。詳しくは、

　　「広告掲載について」

をご参照ください。また、不明点が
ある場合は、最寄りの建通新聞社
までお問い合わせください。
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電子版のお申込みについて

①ＦＡＸ用紙でお申込みいただけます

※右クリック＜対象をファイルに保存
により各パソコンにダウンロードしてご利用ください。

②ＷＥＢからお申込みいただけます

※必要事項、希望コースなどを入力してくだ
さい。
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電子版のお問い合わせ先

東京事務所 　　E-Mail:tokyo@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3387-7213 FAX:(03)5425-2075 

神奈川事務所 　E-Mail:kanagawa@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3387-4547 FAX:(045)651-2671 

静岡事務所 　　E-Mail:shizuoka@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3541-2708 FAX:(054)288-8128 

中部事務所 　　E-Mail:chubu@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3541-5907 FAX:(052)524-4103 

大阪事務所 　　E-Mail:osaka@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3532-7102 FAX:(06)6201-3928 

岡山事務所 　　E-Mail:okayamahp@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3385-2087 FAX:(086)805-1707 

四国事務所 　　E-Mail:shikoku@kentsu.co.jp 
　　　　　　　　　TEL:(050)3533-5820 FAX:(087)862-0929 


