
 

 

 

 

 

 

 

ＤＢＰ使い方マニュアル 
 

 

 

JAAI-Net（http://www.jaai-net.jp）は会員制の車両情報提供サービスです。国産車や輸入車の車両

情報の検索を簡単に行うことができ、車両情報の詳細や中古車の参考価格なども確認することが出来

ます。 

 

なお、ご利用に際しては必ず別紙「JAAI-Net 会員規約」をご一読いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人 日本自動車査定協会 

  

 

http://www.jaai-net.jp/dbp
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DBP 使い方マニュアル 

１. 推奨環境 

以下に JAAI-Net を快適にご利用いただくための推奨環境について記載します。 

 

■Windows 版「JAAI-Net」 

 

[OS] 

Windows 7、Windows 8、Windows 10 

 

[ブラウザ] 

Internet Explorer 9.x 10.x 11.x 

Edge 最新版 

Google Chrome 最新版 

Firefox 最新版 

 

 

■iOS 版「JAAI-Net」 

 

[OS] 

iOS 7、iOS 8、iOS 9 

 

[ブラウザ] 

標準の Safari のみ 

 

【ご利用環境についての注意事項】 

１． 本サービスは PC 版およびタブレット版ともに、インターネット回線に接続する必要がございます。 
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２. 操作方法 

以下に機能ごとにおける操作方法を記載します。 

２－１．ログイン 

 

本サービスをご利用いただくには、ログインを行っていただく必要がございます。お申込み時に一般財団法人日

本自動車査定協会（以下、当協会）からお伝えしている「ユーザーID」および「パスワード」を入力して、ログインボタ

ンを押下して、ログインしてください。 

 

【※１ パスワードをお忘れの方】 

パスワードをお忘れの場合、パスワードを再発行してメールにてお知らせします。お申込み時にご登録いただい

たお客様のメールアドレス宛てに再発行したパスワードをお伝えします。 

なお、お申込み時にメールアドレスをご登録されていないお客様の場合は、当協会までお電話にてお問い合わ

せください。再発行したパスワードをお伝えします。 

 

【※２ JAAI-Net 会員規約】 

本サービスをご利用いただくための会員規約を PDF 形式にて表示します。 

 

【※３ 使ってみよう JAAI-Net】 

本サービスをご利用いただくための使い方マニュアルを PDF 形式にて表示します。 

  

※１ 

※２ ※３ 
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２－２．ログイン後メニュー 

 

ログイン後に表示される画面になります。また、画面上部にメニューがございます。 

なお、ご契約内容により利用可能となる機能が異なりますので、ご注意ください。 

【 DBP（流通価格検索）】 

全国の主要オークション会場に出品された中古車のデータの中から、出品、落札、流札の各情報を検索すること

が出来ます。また、全国 7 地域（北海道／東北／関東／中部／近畿／中国・四国／九州・沖縄）の小売価格の情

報も検索可能です。なお、掲載しているデータは株式会社日刊自動車新聞社から提供されています。操作方法に

ついては、後述する「２－３．DBP（流通価格検索）」を参照してください。 

 

【※１ お知らせ】 

当協会からの本サービスに関する過去のお知らせ内容を確認することが出来ます。また、重要なお知らせなど

はログイン後に自動的にお知らせ内容が表示されます。 

 

【※２ 使い方】 

使い方マニュアルが PDF 形式にて開きます。 

 

【※３ ホームページ】 

  弊協会のホームページが新しいタブで開きます。 

 

【※４ ログアウト】 

本サービスのご利用を終了してログイン画面に遷移する場合に押下してください。 

 

※１ ※２ ※３ ※４ 
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２－３．DBP（流通価格検索） 

 
 

対象車両の流通価格（オークション価格／小売価格／出品価格）を検索する際の条件を指定する画面です。メ

ーカー名および車名を必ず指定してください。また、必要に応じて、認定型式やグレード、年式、色などを指定する

ことも出来ます。なお、認定型式、グレード、色、地域、会場は、複数選択することが出来ます。 

 

【※１ 指定番号／類別区分による自動入力】 

指定番号および類別区分番号を指定して自動入力ボタンを押下することにより、該当する対象車種のメーカー

名、車名、認定型式、グレードが自動設定されます。 

 

【※２ オークション価格検索】 

オークション価格検索ボタンを押下することにより、指定された条件に一致したオークションデータを検索し、落札

価格（または流札価格）を表示します。 

 

【※３ 小売価格検索】 

小売価格検索ボタンを押下することにより、指定された条件に一致した小売データを検索し、小売価格を表示し

ます。 

 

【※４ 出品価格検索】 

出品価格検索ボタンを押下することにより、指定された条件に一致したオークションデータを検索し、出品価格を

表示します。 

 

【※５ クリアボタン】 

クリアボタンを押下することにより、既に指定されている条件がクリアされます。 

※５ 

※１ 

※２ ※３ ※４ 

5 



DBP 使い方マニュアル 

 

オークション価格検索時に、検索条件に一致した車両データが表示される画面です。また、小売価格検索時およ

び出品価格検索時もほぼ同様の表示内容になります。 

 

【※１ 小売価格に切り替え】 

検索条件そのままで小売価格検索に切り替わります。なお、小売価格検索時には、こちらのボタンは「オークショ

ン価格に切り替え」となります。 

 

【※２ 件数／平均価格／最低価格／最高価格】 

検索条件に一致した車両データの件数、平均価格、最低価格、最高価格を表示しています。 

 

【※３ 絞込検索】 

認定型式やグレード、年式、色など、様々な条件を指定することにより、絞り込んで検索を行うことが出来ます。

また、表示する車両データを落札のみや流札のみに切り替えることも出来ます。 

 

【※４ 略記号】 

形状、駆動、装備品、ミッションなどで使用している略記号についての説明を表示します。 

 

【※５ 印刷ボタン】 

印刷ボタンを押下することにより、印刷用画面に遷移します。なお、検索条件に一致した車両データの全件数が

印刷対象となるため、件数が多い場合などには印刷枚数にご注意ください。 

※印刷用紙は A4 サイズ（縦向き）をお奨めします。また、目安として、A4 用紙（縦向き）に印刷した場合、用紙 

1 枚あたりに約 25 件印刷されます。 

 

 

 

※８ ※９ 

※１ ※２ ※３ ※４ 

※５ 

※１０ 

※６ 

※７ 
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DBP 使い方マニュアル 

【※６ 並び替え】 

各項目を押下することにより、昇順／降順での並び替えが可能です。 

 

【※７ 価格欄】 

価格欄は、オークションにて落札された車両の場合には落札価格、流札となった車両の場合には流札価格を表

示しています。なお、小売価格検索時には小売価格、出品価格検索時には出品価格を表示しています。 

 

【※８ スクロール】 

該当する車両データが多い場合に、スクロールで表示する車両データを移動することが出来ます。なお、一度に

100 件ずつデータを読み込んで表示しており、スクロールで移動した最下部の以下のボタンを押下することにより、

次の 100 件を読み込んで表示します。 

 

 

【※９ 詳細ボタン】 

詳細ボタンを押下することにより、対象車両の詳細画面に遷移します。なお、小売価格検索時にはこのボタンは

表示されません。また、出品票の画像や車体画像がある車両データの場合には、詳細ボタンに”画像有り”と表示

されています。 

 

【※１０ 戻るボタン】 

戻るボタンを押下することにより、検索条件を指定する画面に戻ります。 
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DBP 使い方マニュアル 

 

オークション価格検索および出品価格検索を行い、対象の車両データの一覧表示にて詳細ボタンを押下した際

に表示される画面です。 

 

【※１ 印刷ボタン】 

印刷ボタンを押下することにより、印刷用画面に遷移します。 

※印刷用紙は A4 サイズ（横向き）をお奨めします。 

 

【※２ 拡大ボタン】 

拡大ボタンを押下することにより、出品票や車体画像が拡大表示されます。 

 

【※３ 戻るボタン】 

戻るボタンを押下することにより、車両データの一覧画面に戻ります。 

 

  

※１ 

※２ 

※２ 

※３ 
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２－４．ご利用に関する注意事項 

以下に JAAI-Net をご利用いただく際の注意事項を記載します。 

 

・ ご利用に際しては、「JAAI-Net 会員規約」を必ずお読みください。 

 

・ 本サービスの停止を伴う作業が必要となった場合に、本サービス上のお知らせなどに事前に告知を行い、本サ

ービスを停止させていただく場合がございます。また、一般財団法人日本自動車査定協会が緊急と判断した場

合や天災などの不可抗力により、事前の告知を行うことなく、本サービスを停止する場合がございますので、あ

らかじめご了承ください。 

 

・ 本サービスで検索および閲覧で知りえた車両情報や中古車の参考価格などの誤りによって生じた損害につい

ては、一般財団法人日本自動車査定協会は一切の賠償責任を負いません。 

 

・ 本サービスで提供している中古車の参考価格は、最近の販売実績価格を基として、市場情報を参考にして当

月の平均的な中古車価格を予測したものです。また、車両情報（諸元データ、装備品など）につきましても、ご利

用に際しては必ず実際の対象車種と照合したうえでご判断されますようにお願い致します。 

 

 

３．お問い合わせ 

本サービスは一般財団法人日本自動車査定協会が提供しております。本サービスに関するお問い合わせは下記

までお願い致します。 

 

 

【ご連絡先】 

一般財団法人日本自動車査定協会 本部 JAAI-Net 担当 

TEL ： 03-5776-0901 

URL ： http://www.jaai.or.jp 
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