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はじめに

• MediaPress-Net 商品検索 操作フロー

1. 商品を検索します。

2. 商品の一覧画面を表示します。

3. 商品の詳細画面で、画像やCAD、

詳細スペックを確認します。

4. 商品の一覧または詳細画面からダ

ウンロードを実行します。

5. ダウンロードした商品の一覧は、マ

イカタログに保存しておきましょう。
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1. 検索

1-1. カテゴリ検索

1-2.キーワード検索

カテゴリ（1）とは、紙カタログの索引のよう
なものです。 この中に、商品が分類され
ています。 カテゴリ名をクリックすると、そ
の下のカテゴリに進むことができます。

上のカテゴリに戻る場合は、（2）のナビ
ゲーションバーをクリックします。
今表示されているカテゴリに含まれる全
商品（図では内装用化粧シート、床材、化
粧積層突板、フィルティナ以下の全商品）
を 表示させたい場合は、（3）
「現在のカテゴリの商品を表示」を
クリックします。

（4）のボタンをクリックすることで、検索オ
プションを表示/非表示を切替えるこ
とが出来ます。

※ 末端カテゴリに到達、あるいは（3）

をクリックすると結果が一覧できま

す。

品番、品名などをキーワードにして、商品
情報を検索することができます。
キーワード入力欄（1）に入力したキーワ
ードが、商品情報に一部でも含まれて
いれば検索されます。
絞込検索をするために、複数のキーワー
ドを入力する場合はスペース（全角でも
半角でも結構です）で区切ってください。

※ 英数字の半角・全角、大文字・小

文字は区別されません。

※ （2）を使うとさらに詳しい検索がで

きます。

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)
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1. 検索

1-3. 詳細検索

1-4. リスト検索

詳細検索では、3種類の検索項目を組み
合わせることで、商品情報を絞り込むこと
ができます。
（1）
検索したい項目をプルダウンから選択し
ます。 1つだけでも、複数選んでも、全部
同じ項目でも構いません。複数選んだ場
合はAND検索、部分一致です。
（2）
文字を入力します。
（3）
検索ボタンを押します。

リスト検索では、1行に1品番を入力する
ことで、商品情報を検索することができま
す。品番は、完全一致で200品番まで一
度に検索可能です。

品番リスト（Excel）などをお持ちであれば、
コピー＆ペーストして入力することができ
ます。

(1)

(2)

(3)
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1. 検索

1-5. より高度な検索

<カテゴリと組み合わせて>
キーワード検索や詳細検索では、カテゴ
リと組み合わせた絞り込み検索ができま
す。カテゴリの選択後キーワードを入力し
「現在のカテゴリから」（1）を選択し検索し
ます。

1-1.カテゴリ検索をした後、検索結果一覧
でキーワードを入力し、さらに「現在のカ
テゴリから」（1）を選択することにより、絞
り込み検索をすることもできます。

<フォーマットからの絞り込み>
さらに、商品が持っている画像や素材の
フォーマットで絞り込むこともできます。
検索オプションをクリックし、検索したい素
材のフォーマット（2）をチェックしてくださ
い。

フォーマットの絞込条件は、上記1-1から
1-4までのすべての検索方法で有効にな
ります。

（3）のボタンをクリックすることで、表示/
非表示を切替えることが出来ます。

(1)

(2)

(3)
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2. 商品一覧画面

A 
検索条件に該当した商品情報の総点数
です。
----------------------------------
B 
検索された商品の総点数のうち、 現在何
点目を見ているかを表示します。
1ページに表示されるのは 大20件です。
----------------------------------
C 
並び順
一覧商品を以下の情報で並べ替
えることができます。

（1）メーカー指定順
（2）品番
（3）品名
（4）価格

（降順のみ、価格の高いものから順に
並びます）

（5）更新日
----------------------------------
D 
表示方法
画像の表示（6）、非表示（7）を切り替えま
す。
フォーマット一覧（8）をクリックすると、商
品が持っている画像や素材を、フォーマッ
ト別に確認することもできます。
----------------------------------
E 
詳細ボタン（9）をクリックすると、商品の詳
細情報を表示します。
----------------------------------
F 
検索された商品が何ページに渡っている
かを表示します。 数字（10）をクリックする
と、そのページにジャンプします。
次へをクリックすると、次ページにジャン
プします。

(1)(2)(3)(4)(5)

(6) (7) (8)

(10)

(9)

C
D

E

A

B
F

F
B
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３. 商品詳細画面

A
画像ダウンロード
画像（1）をクリックすると画像が拡大表示
されます。
画像の場合は別ウィンドウが開きます。

----------------------------------
画像保存方法
拡大した画像を表示した状態で
Windowsの場合・・・右クリック
Macintoshの場合・・・Option + クリック
でファイル保存メニューを選択します。
----------------------------------

B 
商品詳細情報
登録されているすべての文字情報がここ
に表示されます。
----------------------------------

C 
素材
CADデータやPDFなど、画像以外の素材
ファイルは （2）「ダウンロード」ボタンが表
示されます。 ここをクリックしてファイルを
保存してください。
----------------------------------

D 
関連商品
関連商品がある場合は、（3）「詳細」ボタ
ンをクリックすると、商品の詳細情報が表
示されます。

(2)

(3)

C

D

A

B

(1)
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4.商品の選択とダウンロード

商品の選択
ダウンロードしたい商品の、商品画像左
下のチェックボックス（1）にチェックを入れ
ます。
----------------------------------
A 
一括選択
「一覧商品をすべて」（2）をクリックすると、
全商品を一度に選択することができます。
100点の商品が見つかっていれば、100点
全部にチェックがつきます。

「このページの全商品」（3）をクリックする
と、表示中の商品（ 大20点）を一度に選
択することができます。

「このページ以降の商品（200点まで）」
（4）をクリックすると、選択可能な 大点
数になるまで、表示中のページ以降の商
品を一度に選択することができます。

----------------------------------

B
現在の選択商品
現在選択している商品の点数と、選択す
ることができる 大点数が表示されます。
----------------------------------

複数メーカーを横断して商品を選択する
場合は一旦メーカー毎にマイカタログに
保存してください。

商品のダウンロード
選択した商品をダウンロードするには、
（5）「選択商品の確認とダウンロード」をク
リックします。

(1)

(2) (3) (4)

(5)

A

B
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選択商品の確認とダウンロード画面では、
選択した商品情報が一覧表示されるほ
か、ダウンロードに関する設定を行うこと
ができます。

ダウンロードの設定は、大きく３種類用意
しておりますので、利用形態に合わせて
選択してください。
----------------------------------
選択商品一覧（6）では、商品および素材
ファイルのチェックを外すことで対象から
外してダウンロードできます。素材ファイ
ルはフォーマットごとにチェックで
きます。
----------------------------------

ダウンロードの方法が以下の３種類です。
1)簡単ダウンロード
2)詳細ダウンロード
3)eBASEダウンロード

1）簡単ダウンロード（Ａ）
出力されるデータの仕様は次の通りに
なっています。

ダウンロードボタン（7）をクリックすると、
ダウンロード開始画面へ移動します。

----------------------------------

4.商品の選択とダウンロード

※ テイストファイルは、ＣＳＶ(カンマ

区切り）で出力されます。

※ 素材ファイルは、品番毎にフォル

ダ分けされて出力されます。

※ 出力されるファイルは、まとめて一

つにＬＺＨ圧縮されます。

(7)

(6)

A
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2）詳細ダウンロード（Ｂ）
順番に設定を選ぶことで、利用形態に合
わせた出力設定ができます。
[1]テキストファイル → [2]素材ファイル
→ [3]圧縮方法をそれぞれ選択してくださ
い。
ダウンロードボタン（10）をクリックすると、
ダウンロード開始画面へ移動します。

[3]で「圧縮なし」は選択できません。

3）eBASE形式（Ｃ）
出力されるデータの仕様は次の通りに
なっています。

ダウンロードボタン（12）をクリックすると、
ダウンロード開始画面へ移動します。

LZH または ZIP 形式のファイルをダブル
クリックしても開けないときは、解凍ツー
ルを入手してご利用ください。

4.商品の選択とダウンロード

※ エクセルファイル内のすべてのセ

ル書式は文字型となります。

※ [2]で「素材ファイル不要」以外を

選択

※ eBASE、簡易 DB「eB-ROM」に取り

込むことのできる形式で出力され

ます。

※ テキストファイルと素材ファイルは

セットでダウンロードされます。

※ 出力されるファイルは、まとめて一

つにLZH圧縮されます。

※ 出力されたファイルは、解凍せず

にeBASE、簡易 DB「eB-ROM」にイン

ポートしてください。

(8)

(9)

C

B
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4.商品の選択とダウンロード

ポップアップブロックによって別ウィンドウ
が立ち上がらない場合は、元のウィンド
ウに表示されている「ダウンロードウィン
ドウを開く」ボタンをクリックして、ダウン
ロードを行ってください。

画面が切り替わり、「ダウンロード」ボタン
が表示されると、ダウンロードの準備完
了を意味します。
ダウンロードをクリックして、ご自分のコン
ピュータに商品情報をダウンロードしてく
ださい。

ダウンロード後、画面はマイカタログ保存
ページへ自動的に推移しています。ここ
からマイカタログを新規作成したり、すで
にあるマイカタログへ商品の追加ができ
ます。

※ 別ウィンドウが立ち上がってダウ

ンロードの準備処理を行いますの

で、しばらくお待ちください。

※ なお、この処理中にウィンドウを閉

じてしまうとダウンロードファイル

は削除されてしまいますので、ご

注意ください。
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検索後、選択した商品を、ファイルに綴じ
るような感覚で保存することができます。
これが「マイカタログ」です。

商品を検索したら、マイカタログに入れて
おきたい商品を選択します。

5.マイカタログ

5-1. マイカタログについて

※ マイカタログには好きな名前をつ

けて 保存できます。

※ マイカタログを保存すると、（1）に

名前が追加されます。

※ 保存したマイカタログは次回以降

も使うことができます。

※ 検索し直さなくてもマイカタログを

使えば、簡単に商品を呼び出すこ

とができます。

※ 異なるパソコンからでも、マイカタ

ログを使うことができます。

※ 1つのカタログには商品200点、カ

タログは 大10ファイルまで保存

できます。

※ 新規作成・・・

（2）の「マイカタログの新規作成」を

クリックします。

※ すでにあるマイカタログへ商品を

追加・・・

（3）の「マイカタログへの商品追加」

をクリックします。

※ 保存前に商品情報をダウンロード

すると左記の画面が表示されます

ので、ここから保存することもでき

ます。

(1)

(2)
(3)
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5.マイカタログ

5-2. マイカタログについて

5-3.マイカタログへの商品追加

※ マイカタログに名称をつけます。

※ 名称入力欄に名称を入力し「作

成」ボタンをクリックします。

※ マイカタログの名称に機種依存文

字は使用できません

※ 商品を選択したあと、「マイカタロ

グへの商品追加」をクリックすると、

利用可能なマイカタログの一覧が

表示されます。

※ この中から、商品を追加したいマ

イカタログを選びます。

※ 選択商品を保存すると総点数が

200点を超えるマイカタログは選択

できません。
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マイカタログから商品を外したり、マイカタ
ログの名称を変更したり、マイカタログを
削除したりできます。
（1）マイカタログの整理をクリックしてくだ

さい。

5-4-1.新規作成
選択商品をマイカタログに保存します。マ
イカタログの新規作成については
「5-2.マイカタログの新規作成をご確認く
ださい。

それぞれのマイカタログにボタンが表示
されます。

5-4-2.編集
マイカタログの中から、商品を除外するこ
とができます。
（1）この中から除外したい商品にチェック。
（2）「削除」をクリックすると、チェックした

商品がマイカタログから削除されま
す。

※ 実際の商品情報は削除されません。

5.マイカタログ

5-4.マイカタログの整理

※ 商品を減らす・・・マイカタログの中

から商品を除外することができま

す。

※ 名前を変える・・・マイカタログの名

称を変更できます。

※ マイカタログを削除・・・マイカタロ

グを削除します。
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5-4-3.名称変更
マイカタログの名称を変更できます。
名称入力欄が表示されるので、新しい名
前を入力して「保存」します。

5-4-4.削除
マイカタログを削除します。
「削除」ボタンを押すと、確認画面が表示
されます。
「ＯＫ」を押すと削除され、「キャンセル」を
押すと[マイカタログの整理]画面へ戻りま
す。

5.マイカタログ
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