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ペンションサーチで出来ること 

1. 基本情報の設定/変更 
2. 記事の投稿 
3. 空き室情報の入力 

 
4. 掲示板の利用 

 
安心：これまでの操作と基本は同じです。 

今後、機能が追加されたり、細部に変更があっても、これまでの操作から大
きく変更になることはありません。 
 
ブラウザ：操作はすべてブラウザから行います。 
推奨されるブラウザは、Chrome とします。 
IE は最新版をお使いください。 



使い方がわからない場合、 
代理投稿も可能です 

• このマニュアルを読んでもよくわからない場合は、ペンション様ま
でお伺いして、ご説明させていただきます 

      メールや電話での問い合わせも対応します。 

 

• 代理投稿も可能です 

     投稿したい内容をメール、Fax、電話等でスレッドにお伝えください 

 

[連絡先] 

メール  inoue@thread.co.jp 

Fax  0267-41-1627 

電話  0267-41-1626  (井上、清水) 

 

 

 

mailto:inoue@thread.co.jp


兎にも角にも 
先ずログインして見ましょう 

ログイン方法は大別して２通りあります 

 

1. トップ画面からコミュニティにログインする 

2. 検索結果(投稿記事表示)画面から投稿画面
にログインする （主に、記事投稿する場合） 

 
安心：どちらからログインしても 

ログイン後にメニューから必要な画面に遷移できます。 



トップ画面からログインする 

1. トップ画面右側のエリアの下の方の 

  コミュニティ入口（組合員専用） をクリックします 
左側の内容はその時々に
応じて変わります 

ここをクリックします 



トップ画面からログインする 

2. ログイン画面が表示されますからログインします 

 

 

ユーザIDは電話番号です
（半角で入力してください） 

パスワードを入力します 

ユーザID とパスワードを

入力し終わったら、クリッ
クします 

注意：ログインに失敗すると、こ
の画面から次に薦めません 

パスワードを忘れた場合には
Web 担当者か、スレッドに連絡
します 



コミュニティログイン成功時の画面 

ペンション様のお名前が正しく表示
されてることを確認してください 

メニュー 
 
１．記事の投稿 
２．基本情報編集 
３．空き室情報登録 
（増減するかも知れません） 

メモ：この掲示板は組合員
様のみ閲覧可能です。 

組合員様間のコミュニケー
ションの為に自由に使って
いただいて構いません 

掲示板が表示されます 



検索結果(投稿記事一覧)画面から 
ログインする 

クリックします 

投稿したい記事の検索結果画面を表示します 

メモ：既に投稿記事が
あれば、自動的にその
記事が対象になります 
 

既に投稿されている記事が、
順番（新しいものが上）に表
示されてます 



「このカテゴリに新規登録」からのログイン操作は 
「トップ画面からのログインと」同じです 

• ログインに成功すると投稿画面に遷移します 

 

 

メニュー 
 
１．記事の投稿 
２．基本情報編集 
３．空き室情報登録 
（増減するかも知れません） 



既に投稿されてる記事からのログイン 

クリックします 

修正・削除が可能なの
はご自分のペンションの
記事だけです。 



記事の修正・削除からのログイン 

• この場合は、ペンションさんが特定されてますから、パスワー
ドだけのログイン画面が表示されます。 

• ログインが成功すると、投稿編集画面に遷移します。 

 パスワードを入力します 

パスワードを入力したあと 
クリックします 



基本情報の編集 

• 基本情報は既にある程度入力されています 

• 基本情報は「ペンション情報」をクリックすると、表示される内容で
す（メールアドレス等は表示されません） 

• 入力内容が間違っていたり、変更したい、もしくは写真を追加した
い場合等に利用します 

• 他の画面からは、メニューで「基本情報編集」画面に移動します 
 

 
「基本情報」は大別して次の４つの情報から成ります 
1. ペンション基本情報（名前、紹介文、HPアドレス等） 
2. 建物写真 
3. オーナの顔写真 
4. ペンション情報画面に掲載する写真 



ペンション基本情報の入力 

 

 

内容を確認したら、クリックして保存します 基本情報を入力します 

保存後、もしくは初期
状態で古い情報が表
示されている場合は、
このボタンをクリックし
て最新画面にします 

登録されている
バナーが表示さ
れています 



基本情報の入力欄の説明（バナー） 

• バナーはご自身のHP上のバナーの URL（アドレス）をご指定
ください。 

• 登録するとペンションサーチサーバに取り込まれて、URL が

変わります。この時、元の画像と同じものが表示されている
ことをご確認下さい。 

• 推奨される大きさは、２００×４５です。 

• 適切なものがない場合には、スレッドに作成依頼してください
（通常難易度のものは無料です） 

 



基本情報の入力欄の説明（地図情報） 

• 緯度と経度を指定します 

• 緯度と経度の情報は、GoogleMAPなどから取得します 

• GoogleMAPから、取得する方法 
1. GoogleMAP上でご自身のペンションを大きく表示させる 

2. 調べたい位置にカーソルを移動して、右クリック 

3. 「この場所について」を選択 

参考：この値は、ペンションアプリその他からナビに利用さ
れることがあります。 

従って、建物の中心よりは、玄関付近を指定した場合の
方が、適切にナビされる場合があります。 



基本情報：写真の追加・変更 

• 追加・削除・順番入れ替え（複数枚の場合）が可能です 
１つ前の順番に入
れ替えます 

写真を削除
します 

登録されている写真 

登録エリア 
PC 中の写真、もしくは、 
写真のアドレス（URL) を指定してから、
クリックします  



基本情報：写真の追加・変更の説明（その１） 

• 建物、顔写真は１枚づつ、それ以外は複数枚登録できます 

• 複数枚登録した場合、先頭から利用されて、後ろの方は表
示されない可能性もあります 

 



基本情報：写真登録時の説明 

• 写真の登録は、２通り可能です 
 
1. PC 内部の画像をアップロードする 
2. 既に HP で公開中のものを URL で指定する 

 
※画像は JPG ファイルを推奨します 

 
• PC 内部の JPG を指定した場合には、適当なサイズにリサイズされますから、気にせず大き

な画像を指定できます（アップロードに多少時間がかかるかも） 
• JPG 以外の画像データはリサイズされませんから、予め適切なサイズにリサイズのものを

指定してください 
• URL で指定しても、ペンションサーチサーバ内部に取り込まれる場合があります。その場合

も正しく取り込まれたことを確認してください。取り込まれた JPG データは、同様にリサイズ
されます。 

 



基本情報：写真の登録時の注意 

• 写真の向きに要注意！ 

 
• 縦方向などの写真の場合、Apple の iPhone やタブレット等、

一部の画像には写真撮影時に付与された向きの情報を参照
しながら表示するので正しく表示されますが、他の機器で表
示した場合、向きが可怪しくなることがあります。 

• その場合は、正しい向きに回転させてから登録してください。 

 

※画像の回転操作が不明な場合は、スレッドにご依頼ください 



記事の投稿 

• １ペンションさんは、１カテゴリにつき１記事を投稿できます 

• 新しい投稿が上位に表示されます 

 どんどん投稿しよう！ 

 

• 新規と修正・削除で少し違いますが、基本は同じ画面です 

• ２０１６年から、記事１つにつき写真１枚画登録できるようなり
ました。 

• また、その他にも小さな変更が加えられましたが、基本操作
はこれまでと同じです 



記事を新規に投稿する 

• 検索結果(投稿記事一覧)画面から「このカテゴリに新規登
録」をクリックしてログインします 

• 初期状態の画面が表示されます 

基本情報の値が
初期値として設
定されている画
面が開きます 

投稿を止める場合は「ログアウト」します 

内容を変更して OK なら「新規登録」
ボタンをクリックして投稿します 

再表示して、投稿内容を確認します 



記事投稿時の注意 

• コミュニティから「記事の投稿」へ移動した場合には、カ
テゴリが選択されていませんから、最初に登録カテゴリ
を指定してください 

• 紹介文（投稿記事）は、単なる宣伝文ではなく、なるべく
投稿するカテゴリにふさわしいものをお願いします 

• 写真も１記事あたり１枚投稿できます（後述） 

• HP アドレスは、基本情報のものと違うものも指定できま
すが、特に理由がなければ変更する必要はありません 

• バナーも記事専用に変更できますが、特に理由がなけ
れば基本情報のものをお使いください 

 



投稿記事に、写真をのせる！ 

既に掲載中の写真が表
示されます 

削除する場合にクリック
します 

操作しているPC内部の写

真を指定する場合は、こ
ちらから指定します 

既に、ご自分のHPかどこ

かのサイトに表示されて
いる画像を表示する場合
は、そのURLを指定しま
す 

「更新」を選択し
て保存します 



投稿済みの記事を更新・削除する 

• 記事の「修正・削除」をクリックしてログインします 

• ログインすると現在の記事が表示されます 

削除する場合にクリックします 

内容を修正します 

記事内容の修正がおわったら、
「更新」をクリックして修正内容
を保存します 

再表示して、修正内容を確認します 



空き室情報の入力 

• コミュニティ画面などのメニューから「空き情
報の登録」を選択します 

 
• 直接下記、URL をブックマークして空き室情報画面に
移動することもできます。 

• その場合、ログインしてなければ、ログイン画面が表
示されますから前で述べたようにログインしてください。 

http://www.karuizawa-pension.com/yomiaki.html 

http://www.karuizawa/


空き室情報を入力する 

• 今日以降、約半年分のカレンダーが表示されます 

• 指定したい日をクリックして、適切な状態に指定します 

 
月単位で操作する場合 
全部○、× 
クリア 5/31 を操作したい場合 



空き室情報はガラケーからも操作できます 
その１ 

• 次の画面からログインします 
http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html 

 

 

 パスワード 

電話番号 例：0267-41-1626 

入力したい日
が離れている
場合は最初
に日時を指定
します 

設定開始します 

http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html
http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html
http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html
http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html
http://www.karuizawa-pension.com/m/login.html


ガラケーからの空き情報入力 
その２ 

入力する週、月を変更
する場合 

変更した場合、最後にこの
ボタンを押して、変更を保
存します 

設定したい日のセ
レクトボタンを開い
いて、値を設定し
ます 



ログアウト 

• ブラウザを終了すれば、特にログアウトする
必要はありません 

• 代理投稿する場合は、一度ログアウトしてか
らペンションを切り替えてください 



最後に 

• 画面は機能向上・使い勝手向上の為に、変
更される場合があります。 

• サーバ上の情報は定期的に保存バックアッ
プされています。もし操作を誤ってデータを壊
したとしても、その間の状態には戻すことが
可能です。 


