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総合モバイルマーケティングツール

運営 配信

販促 管理

For DoCoMo／au／SOFTBANK

様々なキャリア・機種に対応したサービスをご提供します。

Best of Customer management Application

I P m o b i l e

簡 単 ご 利 用 ガ イ ド
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IPMobileアプリケーションをPCに

インストールします

IPMobileアプリケーションをPCに

インストールします

CD-ROMから「IPMobile.msi」をクリックし、

インストーラーを起動します。

アプリケーションのインストール
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IPMobileセットアップウィザードへようこそIPMobileセットアップウィザードへようこそ

「IPMobileセットアップウィザードへようこそ」画面が

表示されたら、【次へ】を選択します。

インストールを行わない場合は、【キャンセル】を選択して

インストーラーを終了します。

アプリケーションのインストール
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インストールフォルダの選択

インストールフォルダの選択

「インストールフォルダの選択」画面が表示されたら、

【次へ】を選択します。

この時、他のフォルダを選択する場合は、【参照】を選択し、

インストールするフォルダの選択を行います。

インストールを中断する場合は、【キャンセル】を選択して

インストーラーを終了し、また、一つ前の画面に戻る場合は

【戻る】を選択します。

アプリケーションのインストール
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インストールの確認

インストールの確認

「インストールの確認」画面が表示されたら、

【次へ】を選択します。

インストールを中断する場合は、【キャンセル】を選択して

インストーラーを終了し、また、一つ前の画面に戻る場合は

【戻る】を選択します。

アプリケーションのインストール
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インストールの完了

インストールの完了

「インストールが完了しました」画面が表示されたら、

【閉じる】を選択します。

これで、インストールは終了です。

デスクトップと【スタート】→【プログラム】→【IPMobile】

にIPMobileのログインアプリケーションのショートカットが

作られていることを確認してください。

アプリケーションのインストール
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IPMobileアプリケーションを

起動します

IPMobileアプリケーションを

起動します

デスクトップ上にある「IPMobile」をクリック、

または【スタート】→【プログラム】→【IPMobile】にある

「IPMobile」を選択し、ログインアプリケーションを

起動します。

アプリケーションの起動手順
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IPMobileアプリケーションの

ログイン画面

IPMobileアプリケーションの

ログイン画面

①ログイン画面がユーザー名、パスワードが入った状態で

表示されます。

②【ログイン】をクリックし、ブラウザ画面に移ります。

IPMobileアプリケーションを終了させる場合は、右上の を

クリックします。

アプリケーションの起動手順

1

２
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IPMobileアプリケーションの

ブラウザ画面

IPMobileアプリケーションの

ブラウザ画面

IPMobileアプリケーションのブラウザ画面が表示されます。

以降は、マニュアルに従い、操作を行ってください。

なお、ブラウザ画面を終了させる場合は【LOG OUT】をクリックし

ログアウト画面で右上の をクリックするか、

ブラウザ画面から右上の をクリックします。

アプリケーションの起動手順
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顧客情報の管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

顧客情報の管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

顧客情報の管理を行う場合は、管理画面のＴＯＰから、

【会員管理】を選択します。

顧客情報の管理について
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会員情報の検索をする

会員情報の検索をする

顧客情報の管理・検索・確認を行う場合は、

【会員管理→会員検索】を選択します。

顧客情報の管理について
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全会員情報を表示する

全会員情報を表示する

①顧客情報の検索したい条件をチェック、または入力します。

全ての顧客情報を表示する場合は何も入力（チェック）する

必要はありません。

②【検索開始】をクリックします。

検索条件をクリアにしたい場合は、【クリア】をクリックします。

1

2

顧客情報の管理について
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顧客情報の見方

顧客情報の見方

・前頁で検索した条件の顧客情報が表示されます。

左から、“名前（漢字）”“メールアドレス”“状態”（登録済み等）

“登録日”が表示されます。

＊項目名横のアイコン（ ）をクリックすると並べ換えが出来ます。

・顧客の情報を変更する場合は、【カルテ】をクリック。

・名前（漢字）を直接クリックすると、そのユーザーに直接

メールを送ることが出来ます。

・カルテCSVエクスポート・・検索された顧客情報をCSVでダウンロード

・来店履歴エクスポート・・・検索された顧客の来店履歴をCSVで

ダウンロード

顧客情報の管理について
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顧客情報の編集方法

顧客情報の編集方法

①最終来店日（年・月・日・時間）・ご利用金額・担当スタッフ・利用技能

を入力し最終来店日更新ボタンを押して変更します。

②顧客データの利用履歴編集画面に切り替わります。

③顧客情報の削除が出来ます。

④項目を変更しこのボタンで顧客情報・ポイントの更新を行います。

顧客情報の管理について

1

２

３

4
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顧客情報の編集方法２

顧客情報の編集方法２

①最終来店日（年・月・日・時間・店舗・利用金額・担当スタッフ・利用

技能）を入力し更新ボタンを押して追加します。

②会員情報編集画面へ切り替わります。

③ご利用日・ご利用金額・担当スタッフ・利用技能・店舗コメント

を追加出来ます。

④ゴミ箱アイコンをクリックすると履歴を削除することが出来ます。

⑤担当スタッフ・利用技能・店舗コメントの履歴の変更が出来ます。

顧客情報の管理について

1

２

３

5

4
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新規会員情報の登録

新規会員情報の登録

管理画面上から顧客情報の登録を行う場合は、

【会員管理→会員登録】を選択します。

顧客情報の管理について
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新規会員情報の登録方法

新規会員情報の登録方法

①に必要な項目を入力してください。選択式の箇所は

プルダウンで選択してください。

②の【登録する】をクリックすると登録完了となります。

1

2

顧客情報の管理について
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通知メールの編集

通知メールの編集

管理画面上から顧客情報の登録を行う場合は、

【会員管理→会員登録】を選択します。

顧客情報の管理について
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管理者・会員通知メールの編集

管理者・会員通知メールの編集

①会員登録時に管理者宛てに出すメールの内容を記入します。

本文内に{time}→時間、{name}→お客様の名前、{contents}→登録
情報を入力することにより本文に反映させる事が出来ます。

②会員登録時にユーザ宛てに出すメールの内容を記入します。

③退会時にユーザ宛てに出すメールの内容を記入します。

以上の入力を終え、内容を登録する場合は【登録する】をクリックし、

内容を登録前の状態に戻す場合は【クリア】をクリックします。

顧客情報の管理について

1

2

3
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アンケートの作成・管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

アンケートの作成・管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

アンケートの作成・管理を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【アンケート機能】を選択します。

アンケートの作成について
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カテゴリーを設定する

カテゴリーを設定する

アンケートのカテゴリー（アンケート名）を設定する場合は、

【アンケート機能→カテゴリー設定】を選択します。

アンケートの作成について
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アンケート名を追加する

アンケート名を追加する

アンケート名を入力し、投稿制限、成果報告タイミングの入力を

行った後に【追加】をクリックすると、アンケート名が設定されます。

アンケート名の内容を編集し反映する場合は【変更】をクリックします。

アンケート名に対応する回答を見る場合は【回答】をクリックします。

アンケート名を削除する場合は をクリックします。

アンケートの作成について
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質問項目を追加する

質問項目を追加する

アンケート質問項目を追加する場合は、

【アンケート機能→質問項目追加】を選択します。

アンケートの作成について
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質問項目の詳細を追加する

質問項目の詳細を追加する

①追加を行うアンケート名を選択します。

②アンケートの質問名、補足説明、会員情報関連付け、フォーム形式

を選択します。

選択が完了したら【設定】をクリックして、質問項目を決定します。

アンケートの作成について

1

2
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質問項目を設定する

質問項目を設定する

アンケートの内容を表示・設定する場合は、

【アンケート機能→質問項目設定】を選択します。

アンケートの作成について
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各項目の設定をし、質問項目の設定を完了する

各項目の設定をし、質問項目の設定を完了する

カテゴリー選択にてアンケート名を選択し、【表示】をクリック

すると、下に質問項目一覧が表示されます。

左から、“表示の可否”“必須か否か”“表示順”“質問項目”

を設定することが可能です。

それぞれ、(チェック)(チェック)(テキストボックス)(編集画面)
にて設定をします。削除する場合は をクリックします。

変更した際には、【上記の内容に変更する】をクリックします。

※“質問項目”の場合は編集画面で設定ボタンをクリックします

以上で質問項目の設定は完了です。

アンケートの作成について
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通知メールの設定をする

通知メールの設定をする

アンケートの内容を表示・設定する場合は、

【アンケート機能→質問項目設定】を選択します。

アンケートの作成について
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管理者及びユーザーに送るメール内容を設定する－１

管理者及びユーザーに送るメール内容を設定する－１

アンケートの作成について

1

2

3

①カテゴリーを選択し、メールを送る対象のアンケート名を選択

します。

②管理者にメールを通知する場合は【はい】を選択し、通知しな

い場合は【いいえ】を選択します。

③管理者宛てのメール本文を入力します。
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管理者及びユーザーに送るメール内容を設定する－２

管理者及びユーザーに送るメール内容を設定する－２

アンケートの作成について

4

④ユーザー宛てのメール本文を入力します。

以上の入力を終え、内容を登録する場合は【登録する】をクリッ

クし、内容を登録前の状態に戻す場合は【クリア】をクリックし

内容を削除したい場合は【削除】をクリックします。
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アンケートの回答一覧を取得をする

アンケートの回答一覧を取得をする

アンケートの回答一覧を取得する場合は、

【アンケート機能→回答一覧】を選択します。

アンケートの作成について
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アンケートの回答一覧をCSVファイルで取得するアンケートの回答一覧をCSVファイルで取得する

アンケートの作成について

1

2

①カテゴリーを選択し、検索する回答の期間を選択します。

②【上記の内容に変更する】をクリックします。

③検索結果が存在する場合、回答一覧のダウンロード項目が表示

されるので、【回答一覧をダウンロード】をクリックすることで

期間内のアンケート回答内容がCSVファイルで保存されます。

3
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アンケートの回答の統計結果を表示する

アンケートの回答の統計結果を表示する

アンケートの回答統計結果を表示する場合は、

【アンケート機能→回答統計】を選択します。

アンケートの作成について
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年月・広告コード毎のアンケート回答統計を表示する

年月・広告コード毎のアンケート回答統計を表示する

アンケートの作成について

表示カテゴリー・期間選択からアンケート名とその実施年月と広

告コード選択を設定し、【表示】をクリックすることでその年月

のアンケートに関する回答統計が表示されます。
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アンケートメールを送信する

アンケートメールを送信する

アンケートを回答者へメールで送信する場合は、

【アンケート機能→メール送信】を選択します。

アンケートの作成について
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アンケートメールを作成する－１

アンケートメールを作成する－１

①アンケートメールのタイトルを入力します。

②アンケートの本文を入力します。

（ 絵文字を挿入します。 顧客の名前を自動的に挿入します。

ページリンクを挿入します。）

アンケートの作成について

1

2
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アンケートメールを作成する－２

アンケートメールを作成する－２

③入力した内容・条件で宜しければ【確認】をクリックします。

入力内容をクリアにする場合は【リセット】を選択します。

アンケートの作成について

3
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特定の顧客のみに配信する

特定の顧客のみに配信する

配信先を限定（ターゲットを絞る）する場合は、

①に条件を指定して配信します。

アンケートの作成について

1
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配信内容の確認と送信

配信内容の確認と送信

前頁で確認をクリックすると、確認画面が表示されます。

確認した内容で宜しければ、【送信】をクリックして

メールを配信します。

内容を修正する場合は【戻る】をクリックし、修正します。

アンケートの作成について



45

メールマガジンの発行・管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

メールマガジンの発行・管理は、お手元の

パソコンから簡単に管理することが可能です

メールマガジンの発行・管理を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【メール管理】を選択します。

メールマガジンの発行について
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メールマガジンを配信する

メールマガジンを配信する

メールマガジンの配信を行う場合は、

【メール管理→メルマガ配信】を選択します。

メールマガジンの発行について
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メールマガジンを作成する－１

メールマガジンを作成する－１

①メールマガジンのタイトルを入力します。

②メールマガジンの本文を入力します。

（ 絵文字を挿入します。 顧客の名前を自動的に挿入します。

ページリンクを挿入します。）

メールマガジンの発行について

1

2
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メールマガジンを作成する－２

メールマガジンを作成する－２

③【今すぐ送信】か【時刻を設定して送信】を選択します。

④入力した内容・条件で宜しければ【確認】をクリックします。

入力内容をクリアにする場合は【リセット】を選択します。

メールマガジンの発行について

3

4
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特定の顧客のみに配信する

特定の顧客のみに配信する

配信先を限定（ターゲットを絞る）する場合は、

①に条件を指定して配信します。

※表示されている条件はほんの一部です。

メールマガジンの発行について

1
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配信内容の確認と送信

配信内容の確認と送信

前頁で確認をクリックすると、確認画面が表示されます。

確認した内容で宜しければ、【送信】をクリックして

メールを配信します。

内容を修正する場合は【戻る】をクリックし、修正します。

メールマガジンの発行について
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メルマガ共通固定文の設定

メルマガ共通固定文の設定

メールマガジンの発行について

メールマガジンの配信予定を確認する場合は、

【メール管理→メルマガ共通固定文の設定】を選択します。
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メルマガ共通固定文の確認・編集

メルマガ共通固定文の確認・編集

配信予定のメールに対して共通で表示する文章を設定します。

内容を編集する場合は枠内を直接編集してください。

入力した内容を反映させるには【登録する】を選択します。

作成したメールは全て共通固定文が表示されます。

すでに作成済みのメールには反映されませんので注意してくだ

さい。

メールマガジンの発行について
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配信予定の確認

配信予定の確認

メールマガジンの発行について

メールマガジンの配信予定を確認する場合は、

【メール管理→配信予定一覧】を選択します。
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配信予定の確認・削除

配信予定の確認・削除

配信予定の一覧が表示されます。

削除する場合は を選択します。

内容を編集する場合は【確認】をクリックし、確認画面で

メールマガジンの内容を確認します。

メールマガジンの発行について
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配信予定の確認・編集

配信予定の確認・編集

配信予定のメールが表示されます。

内容を編集する場合は【編集】をクリックし、メールマガジン

の配信と同様に、内容を編集してください。

一覧画面に戻る場合は【戻る】を選択します。

メールマガジンの発行について
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配信済みメールマガジンの確認

配信済みメールマガジンの確認

メールマガジンの発行について

メールマガジンの配信済みを確認する場合は、

【メール管理→配信済み一覧】を選択します。
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配信済みメールマガジンの確認と削除

配信済みメールマガジンの確認と削除

配信済みのメールマガジン一覧が表示されます。

削除する場合は を選択します。

内容を確認する場合は【確認】をクリックしてください。

メールマガジンの発行について
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バースデイメールの設定

バースデイメールの設定

メールマガジンの発行について

バースデイメールを設定する場合は、

【メール管理→バースデイメール設定】を選択します。
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バースデイメールの編集

バースデイメールの編集

バースデイメールの設定を行う場合は、

【編集する】をクリックして、配信時間や内容の編集をします。

メールマガジンの発行について
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バースデイメールの登録と停止－１

バースデイメールの登録と停止－１

①バースデイメールの配信時間を設定します。

②どこの情報を元に配信するか、登録項目を設定します。

③バースデイメールのタイトルを入力します。

メールマガジンの発行について

1

2

3
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バースデイメールの登録と停止－２

バースデイメールの登録と停止－２

④バースデイメールの本文を入力します。

（ 絵文字を挿入します。 顧客の名前を自動的に挿入します。

ページリンクを挿入します。）

入力した内容で宜しければ【登録する】をクリックします。

※バースデイメールの配信を停止する場合は【上記の内容を

削除し配信を停止する】をクリックします。

メールマガジンの発行について

4
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ステップメールの設定

ステップメールの設定

メールマガジンの発行について

ステップメールを設定する場合は、

【メール管理→ステップメール設定】を選択します。
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ステップメールのスケジュール確認と編集

ステップメールのスケジュール確認と編集

配信するステップメールの一覧が表示されます。

・来店5～30分後か日付指定を選択します。
＊日付指定の0日を選択しますと、当日の送信時刻に送信されます。

・送信時刻や送信間隔を編集する場合は、送信時刻の変更及び

5～30分後選択、テキストボックスに日数の入力を行った後、
【上記の内容に変更する】をクリックしてください。

内容を確認・編集する場合は対象となるステップメールの

【変更】をクリックしてください。

削除する場合は を選択します。

※最大登録可能数は２０段階までとなります。

メールマガジンの発行について
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①ステップメールのタイトルを入力します。

②ステップメールの本文を入力します。

（ 絵文字を挿入します。 顧客の名前を自動的に挿入します。

ページリンクを挿入します。）

メールマガジンの発行について

1

2

ステップメールを作成する－１

ステップメールを作成する－１
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ステップメールを作成する－２

ステップメールを作成する－２

③送信者の条件を設定する場合は【検索条件設定・確認】を選択

します。

④入力した内容・条件で宜しければ【確認】をクリックします。

ステップメール画面に戻る場合は【戻る】を選択します。

メールマガジンの発行について

3

4



66

特定の顧客のみに配信する

特定の顧客のみに配信する

配信先を限定（ターゲットを絞る）する場合は、

①に条件を指定して【確認】をクリックします。

※表示されている条件はほんの一部です。

メールマガジンの発行について

1
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ステップメール配信内容の確認と送信

ステップメール配信内容の確認と送信

前頁で確認をクリックすると、確認画面が表示されます。

確認した内容で宜しければ、【送信】をクリックして

メールを配信します。

内容を修正する場合は【戻る】をクリックし、修正します。

メールマガジンの発行について



68

サイクルメールの設定

サイクルメールの設定

メールマガジンの発行について

サイクルメールを設定する場合は、

【メール管理→サイクルメール設定】を選択します。
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サイクルメールのスケジュール確認と編集

サイクルメールのスケジュール確認と編集

配信するサイクルメールの一覧が表示されます。

毎月か月指定と日指定と毎週曜日指定ができます。

送信時刻や送信間隔を編集する場合は、それぞれを変更した後

【上記の内容に変更する】

をクリックしてください。

内容を確認・編集する場合は対象となるサイクルメールの

【変更】をクリックしてください。

削除する場合は を選択します。

※最大登録可能数は５段階までとなります。

メールマガジンの発行について
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サイクルメールを作成する－１

サイクルメールを作成する－１

①サイクルメールのタイトルを入力します。

②サイクルメールの本文を入力します。

（ 絵文字を挿入します。 顧客の名前を自動的に挿入します。

ページリンクを挿入します。）

メールマガジンの発行について

1

2
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サイクルメールを作成する－２

サイクルメールを作成する－２

③送信者の条件を設定する場合は【検索条件設定・確認】を選択

します。

④入力した内容・条件で宜しければ【確認】をクリックします。

サイクルメール画面に戻る場合は【戻る】を選択します。

メールマガジンの発行について

3

4
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特定の顧客のみに配信する

特定の顧客のみに配信する

配信先を限定（ターゲットを絞る）する場合は、

①に条件を指定して【確認】をクリックします。

※表示されている条件はほんの一部です。

メールマガジンの発行について

1
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サイクルメール配信内容の確認と送信

サイクルメール配信内容の確認と送信

前頁で確認をクリックすると、確認画面が表示されます。

確認した内容で宜しければ、【送信】をクリックして

メールを配信します。

内容を修正する場合は【戻る】をクリックし、修正します。

メールマガジンの発行について



74

広告コードの発行・管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

広告コードの発行・管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

広告コードの発行・管理を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【広告コード】を選択します。

広告コードの発行・管理について
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新規で広告コードを発行する

新規で広告コードを発行する

新しく広告コードを発行する場合は、

【広告コード→新規発行】を選択します。

広告コードの発行・管理について
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広告コードの発行に必要な情報を入力する

広告コードの発行に必要な情報を入力する

①広告コードの名前を入力します。

②広告コードのコメント（備考）を入力します。

③発行するページを指定します。その他ページで外部URLを指定
することが出来ます。

④広告コードのファイル形式を選択します。

⑤広告コードのカラーを選択します。

⑥会員登録時の返信メールに適用したい本文を入力します。

各設定が終了したら、【プレビュー】で確認します。

広告コードの発行・管理について

1

2

3

4

5

6



77

作成した広告コードを確認して登録する

作成した広告コードを確認して登録する

ＱＲコードプレビューで確認した内容で宜しければ、

【登録する】をクリックします。

以上で広告コードの登録完了です。

広告コードの発行・管理について
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発行済みの広告コードを確認する

発行済みの広告コードを確認する

発行済みの広告コードを確認する場合は、

【広告コード→発行済み一覧】を選択します。

広告コードの発行・管理について
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発行済み広告コードの編集や削除

発行済み広告コードの編集や削除

発行済みの広告コード一覧が表示されます。

ポイントが加算される広告コードは名称が太字になります。

登録内容の確認変更は【編集】をクリックします。

【ダウンロード】をクリックすると、その広告コードを

ダウンロードします。

削除したい場合は、 をクリックします。

広告コードの発行・管理について
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広告コードのアクセス・登録状況を確認する

広告コードのアクセス・登録状況を確認する

発行済み一覧の【アクセスログ】を選択します。

①表示させたい年月を指定します。

広告コードのアクセス数と登録者数がそれぞれ表示されます。

広告コードの発行・管理について

1
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予約管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

予約管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

予約管理を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【予約管理】を選択します。

予約の管理について
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新規で予約を入力する

新規で予約を入力する

新しく予約を入力する場合は、

【予約管理→予約入力】を選択します。

予約の管理について
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予約登録ー１

予約登録ー１

①予約開始時間と終了時間、顧客の選択をします。

②担当者と担当メニューの選択をします。

この時、お客様名に会員でない顧客の名前を入力することで

会員以外の予約の登録を行うことができます。

また、絞込みで検索を行うと選択可能な顧客を絞り込む

ことができます。

入力した内容で宜しければ【予約を設定する】をクリックします。

予約の管理について

1

2
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予約登録ー２

予約登録ー２

入力欄の下には店舗単位で１日のスケジュールが表示されます。

初期表示では当日が表示されています。

別のスケジュールを表示する場合は店舗選択と日付選択後、

【予約確認】ボタンをクリックします。

予約の管理について
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予約の決定・取り消し

予約の決定・取り消し

①グラフの横にある名前をクリックすると予約状況（②）が

表示されます。

②予約を受け付ける場合は【確定メールの送信】、取り消す場合

は【予約の取消】のボタンをクリックすることにより、

前者は予約受付メールを会員に送付、後者は予約を取り消し

ます。

※メール送信はメールアドレスを登録した会員に限ります。

③予約の内容を変更する場合は①の操作後に予約内容を変更

します。

④変更した内容でよろしければ【予約を編集】をクリックします。

予約の管理について

3

1

4

2
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予約の確認をする

予約の確認をする

新しく予約を入力する場合は、

【予約管理→予約確認】を選択します。

予約の管理について
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予約確定情報の確認をする

予約確定情報の確認をする

予約確定情報の確認を行う場合は、

①表示したい年月を選択します。

②表示ボタンをクリックします。

その内容を編集する場合は対象の予約確定情報の【編集】

をクリックします（編集方法は「スケジュール登録」を参照して

ください）。

予約を確定する場合は【取消】をクリックします。

対象の予約確定情報を削除する場合は【取消】をクリックします。

店舗入力とメール送信済みのお客様は青字で表示されます。

予約の管理について

1

2
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来客されなかったお客様へのメールを設定する

来客されなかったお客様へのメールを設定する

来客未メールの設定を行う場合は、

【予約管理→来客未メール設定】を選択します。

※予約入力で「来店されていない」にチェックがついている

お客様が対象となります。

入力方法については「ステップメールを作成する 」を参照し

てください

予約の管理について
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来客されなかったお客様へのメールを設定する

来客されなかったお客様へのメールを設定する

配信する予約後来店無しメールの一覧が表示されます。

送信時刻や送信間隔を編集する場合は、送信時刻の変更や

テキストボックスに日数の入力を行った後、

【上記の内容に変更する】をクリックしてください。

内容を確認・編集する場合は対象となるスケジュールの

【変更】をクリックしてください。

削除する場合は を選択します。

予約の管理について
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予約通知メールを設定する

予約通知メールを設定する

予約通知メールの設定を行う場合は、

【予約管理→確定メール設定】を選択します。

予約の管理について
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予約通知メールの編集－１

予約通知メールの編集－１

予約の管理について

2

1

3

①会員宛の予約承りメールの本文を編集します。

②会員宛の予約確定メールの本文を編集します。

③会員宛の予約前日メールの本文を編集します。

＊変換タグの説明(文章中に挿入することにより以下のように変換されます)
{name}   → お客様名 {ymd} → 予約日

{time}    → 予約時間 {staff} → 担当者名

{menu}   → 技能名
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予約通知メールの編集－２

予約通知メールの編集－２

④会員宛の当日予約メールの本文を編集します。

⑤管理者宛の予約承りメールの本文を編集します。

①～⑤の入力した内容で宜しければ【登録する】をクリック

します。

また、内容を初期の内容に戻したい場合は【クリア】をクリック

します。

予約の管理について

5

4
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営業時間を設定する

営業時間を設定する

営業時間の設定を行う場合は、

【予約管理→営業時間設定】を選択します。

予約の管理について
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定休日・営業時間の編集

定休日・営業時間の編集

予約の管理について

1 2

①祝日及び日曜日から土曜日までの週単位の定休日にチェックを

します。

②祝日及び日曜日から土曜日までの営業時間（開始、終了）を

それぞれ入力します。

入力した内容で宜しければ【登録する】をクリックします。
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予約可能期間を設定する

予約可能期間を設定する

予約可能期間の設定を行う場合は、

【予約管理→予約可能期間設定】を選択します。

予約の管理について
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予約可能期間の編集

予約可能期間の編集

予約の管理について

月単位で予約可能期間を指定します。

①予約可能期間を入力します。

②予約可能な日数を選択します（0:当日～30日前）
予約可能時間で何時間前まで予約可能かを指定（当日予約のみ）

③予約の前日確認メールを何時に送信するかを指定します。

④当日の確認メールを予約時間の何時間前に送信するかを指定（当日のみ）

当日確認メールを予約何時間前に送信するかを指定します。

⑤予約承りメールを受信するアドレスを指定します。

入力した内容で宜しければ【登録】をクリックします。

3

1

2

4

3

5
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スタッフ管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

スタッフ管理については、お手元の

パソコンから簡単に確認することが可能です。

スタッフ管理を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【スタッフ管理】を選択します。

スタッフの管理について
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技能を追加する

技能を追加する

技能を追加する場合は、

【スタッフ管理→技能項目追加】を選択します。

スタッフの管理について
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スタッフの管理について

①登録する技能の名前と時間（分単位）を設定します。

②続けて登録する場合は、項目追加をクリックします。

設定が完了したら【設定】をクリックします。

また、スタッフ管理のメニュー画面に戻る場合は【戻る】を

クリックします。

技能を登録する

技能を登録する

1

2
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技能を編集する

技能を編集する

技能項目を編集する場合は、

【スタッフ管理→技能項目編集】を選択します。

スタッフの管理について
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技能名と時間を編集する

技能名と時間を編集する

技能名の一覧が表示されます。

技能名のテキストボックスをクリックすると技能の変更が

出来ます。

該当する技能の時間（分）のテキストボックスをクリックすると

技能の所要時間の変更が出来ます。

削除する場合は を選択します。

内容を更新する場合は【上記の内容に変更する】をクリックして

ください。

スタッフの管理について
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スタッフを追加する

スタッフを追加する

スタッフを追加する場合は、

【スタッフ管理→スタッフ追加】を選択します。

スタッフの管理について



103

スタッフの管理について

①登録する店舗を選択します。

②登録するスタッフの名前を設定します。

設定が完了したら【設定】をクリックします。

また、スタッフ管理のメニュー画面に戻る場合は【戻る】を

クリックします。

スタッフの名前を登録する

スタッフの名前を登録する

1
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スタッフを編集する

スタッフを編集する

スタッフの表示設定や削除をする場合は、

【スタッフ管理→スタッフ編集】を選択します。

スタッフの管理について
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スタッフ名と表示設定の編集を行う－１

スタッフ名と表示設定の編集を行う－１

スタッフ名の一覧が表示されます。

①スタッフ名のテキストボックスを書き換えることでスタッフ名

の変更が出来ます。

②【技能設定】ボタンをクリックするとスタッフが実施できるメ

ニューが表示されます。技能項目追加画面で入力した内容が表示

されます。

同時予約設定数は同一時間で対応できる人数を入力します。

修正を加えたら、【上記の内容に変更する】ボタンで変更します。

スタッフの管理について

1

2
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スタッフ名と表示設定の編集を行う－２

スタッフ名と表示設定の編集を行う－２

スタッフの管理について

③表示・非表示の切り替えを行う場合は【表示・非表示】を

クリックします。

④削除する場合は を選択します。

内容を更新する場合は【上記の内容に変更する】をクリックして

ください。

43
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スタッフのスケジュールを管理する（週毎）

スタッフのスケジュールを管理する（週毎）

スタッフの勤務時間の管理をする場合は、

【スタッフ管理→スタッフスケジュール管理（週毎の出勤設定）】

を選択します。

スタッフの管理について
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スタッフの管理について

スタッフ名の出勤時間と退出時間をプルダウンで選択します。

①スタッフを選択し【表示】をクリックすることで週の予定が

表示されます。

スタッフのスケジュールを管理する（週毎） －1

スタッフのスケジュールを管理する（週毎） －1

1
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スタッフの管理について

週ごとの休日と出勤時間を指定します。

設定が完了したら【登録する】をクリックします。

※ここで入力した内容は予約のスタッフ表示に影響します。

①店舗が定休日の場合、休暇は設定できません。

②出勤日時は店舗の営業時間を超えて設定できません。

③日毎の予約を行う場合はこちらをクリックします。

スタッフのスケジュールを管理する（週毎） －２

スタッフのスケジュールを管理する（週毎） －２

3

1

2
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スタッフのスケジュールを管理する（日毎）

スタッフのスケジュールを管理する（日毎）

スタッフの勤務時間の管理をする場合は、

【スタッフ管理→スタッフスケジュール管理（日毎の出勤設定）】

を選択します。

スタッフの管理について



111

スタッフの管理について

スタッフ名の出勤時間と退出時間をプルダウンで選択します。

①スタッフを選択し【表示】をクリックすることで当月の予定が

表示されます。

スタッフのスケジュールを管理する（日毎）－１

スタッフのスケジュールを管理する（日毎）－１

1
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スタッフの管理について

スタッフのスケジュールを管理する（日毎）－２

スタッフのスケジュールを管理する（日毎）－２

日付指定で休日と出勤時間を指定します。

①日付の横をクリックすると休日になります。

②時間をクリックすると個別に勤務時間が設定可能です。

設定が完了したら【登録する】をクリックします。

※ここで入力した内容は予約のスタッフ表示に影響します。

店舗が定休日の場合、休暇は設定できません。

出勤時間は店舗の営業時間を超えて設定できません。

③週毎の予約を行う場合はこちらをクリックします。

3

1

２
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登録項目は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

登録項目は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

登録項目の設定を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【登録項目設定】を選択します。

登録項目の設定について
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登録項目を新規で追加する

登録項目を新規で追加する

登録項目の追加を行う場合は、

【登録項目設定→登録項目追加】を選択します。

登録項目の設定について
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登録項目の名称と形式を入力する

登録項目の名称と形式を入力する

①項目の名前を入力します。

②項目のフォームを選択します。

入力した内容で宜しければ【設定】をクリックします。

以上で登録項目の追加は完了です。

※新規で追加できる登録項目は15個までです

登録項目の設定について

1

2
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登録項目の設定をする

登録項目の設定をする

登録項目の設定を行う場合は、

【登録項目設定→登録項目設定】を選択します。

登録項目の設定について
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各項目の設定をし、登録項目の設定を完了する

各項目の設定をし、登録項目の設定を完了する

左から、“表示名”“必須か否か”“フォームの形式”

“項目の表示切替”“表示順”を設定することが可能です。

それぞれ、(入力)(チェック)(編集画面)(選択)(入力)にて設定を
します。削除する場合は をクリックします。

変更した際には、【上記の内容に変更する】をクリックします。

※“フォームの形式”の場合は編集画面で設定ボタンを

クリックします

以上で登録項目の設定は完了です。

登録項目の設定について
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システムの設定は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

システムの設定は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

システムの設定を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【システム設定】を選択します。

システム設定について



119

登録項目の設定をする

登録項目の設定をする

システム設定を行う場合は、

【システム設定→システム設定】を選択します。

登録項目の設定について
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全体の設定を変更する

全体の設定を変更する

①お問い合わせなどのメールを別アドレスで受け取りたい場合は

チェックを入れアドレスを入力してください。

②新規会員登録があった場合、別アドレスで通知を受けることが

可能です。受ける場合はチェックを入れアドレスを入力してください。

①、②の入力が完了したら、【設定】をクリックしてください。

以上でシステムの設定は完了となります。

システム設定について

1

2
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店舗情報の設定をする

店舗情報の設定をする

各店舗ごとの設定を行う場合は、

【システム設定→店舗情報設定】を選択します。

登録項目の設定について
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店舗情報の設定を変更する

店舗情報の設定を変更する

①住所を入力します。

②お客様が予約するときに表示する時間を変更します。

「非表示」で店舗の営業時間、「表示」でスタッフの空き時間を携帯予約

時に表示します。

入力が完了したら、【登録する】をクリックしてください。

以上で店舗情報の設定は完了となります。

システム設定について

1

2
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ポイント情報の設定をする

ポイント情報の設定をする

各店舗ごとの設定を行う場合は、

【システム設定→店舗情報設定】を選択します。

登録項目の設定について
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ポイント情報の設定を変更する

ポイント情報の設定を変更する

システム設定について

①ポイントの加算方法を指定します。

・来店ポイント・・・・来店時に１ポイント加算します。

・売上別ポイント・・・指定した金額(税込)毎に指定したポイントを加算し
ます。

②ポイントの有効期限を指定します。

③ポイント交換の利用可否を入力します。

入力完了後、【登録する】をクリックしてください。

以上で店舗情報の設定は完了となります。

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】

・・・・ポイントポイントポイントポイント加算式加算式加算式加算式をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合ははははフェリカフェリカフェリカフェリカ端末側端末側端末側端末側のののの設定設定設定設定がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。

設定設定設定設定にはにはにはには３３３３営業日程営業日程営業日程営業日程おおおお時間及時間及時間及時間及びびびび費用費用費用費用がががが発生致発生致発生致発生致しますしますしますします。。。。

1

2

3
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フェリカ端末ポイント付与について

おおおお客様客様客様客様ににににフェリカフェリカフェリカフェリカををををタッチタッチタッチタッチしていただくしていただくしていただくしていただく際際際際、、、、管理者側管理者側管理者側管理者側ででででおおおお客様客様客様客様ににににフェリカフェリカフェリカフェリカををををタッチタッチタッチタッチしていただくしていただくしていただくしていただく際際際際、、、、管理者側管理者側管理者側管理者側でででで

ポイントポイントポイントポイント数数数数にににに対対対対するするするする料金料金料金料金のののの設定設定設定設定がががが出来出来出来出来るようになりましたるようになりましたるようになりましたるようになりましたポイントポイントポイントポイント数数数数にににに対対対対するするするする料金料金料金料金のののの設定設定設定設定がががが出来出来出来出来るようになりましたるようになりましたるようになりましたるようになりました!!!!
例例例例

管理画面管理画面管理画面管理画面のののの売売売売りりりり上上上上げげげげ別別別別ポイントポイントポイントポイント設定設定設定設定でででで100円円円円⇒⇒⇒⇒10Pとととと設定設定設定設定したしたしたした場合場合場合場合
例例例例えばえばえばえば10,000円円円円のおのおのおのお会計会計会計会計のののの際際際際、、、、10keyからからからから10,000円円円円とととと入力入力入力入力するとするとするとすると

1,000Pをおをおをおをお客様客様客様客様にににに付与付与付与付与することができますすることができますすることができますすることができます

フェリカフェリカフェリカフェリカとととと専用専用専用専用１０１０１０１０keyをををを専用専用専用専用コードコードコードコードでででで

つないでごつないでごつないでごつないでご利用利用利用利用いただきますいただきますいただきますいただきます

＋＋＋＋フェリカフェリカフェリカフェリカ
10key

フェリカフェリカフェリカフェリカ

10key フェリカフェリカフェリカフェリカははははレジレジレジレジ横横横横やややや店舗入店舗入店舗入店舗入りりりり口付近口付近口付近口付近にににに

設置設置設置設置しししし、、、、コードコードコードコードでつないだでつないだでつないだでつないだ１０１０１０１０ｋｅｙｋｅｙｋｅｙｋｅｙ はははは

レジレジレジレジ裏裏裏裏などのなどのなどのなどのスタッフスタッフスタッフスタッフのののの方方方方がががが確認確認確認確認・・・・設定設定設定設定

がががが行行行行いやすいようにしましょういやすいようにしましょういやすいようにしましょういやすいようにしましょう

レジレジレジレジ台台台台

※※※※設定方法設定方法設定方法設定方法はははは次次次次ののののページページページページへへへへ････････････

つなぐつなぐつなぐつなぐ
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ポイント数設定

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

Welcom

フェリカフェリカフェリカフェリカ端末端末端末端末とととと10keyをををを専用専用専用専用コードコードコードコードでつなぐとでつなぐとでつなぐとでつなぐと電源電源電源電源ががががONにににに
なりますなりますなりますなります。。。。

画面画面画面画面ににににWelcomとととと表示表示表示表示されればされればされればされれば正常正常正常正常にににに電源電源電源電源がががが入入入入ってますってますってますってます。。。。

Welcom表示表示表示表示のののの後後後後⇒⇒⇒⇒ｼﾊｼﾊｼﾊｼﾊﾞ゙゙゙ﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾗｸｵﾏﾁｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ⇒⇒⇒⇒ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲのののの

順番順番順番順番にににに画面表示画面表示画面表示画面表示がががが切切切切りりりり替替替替わりますわりますわりますわります。。。。

ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示がでるまでどこもがでるまでどこもがでるまでどこもがでるまでどこも押押押押さないでくださいさないでくださいさないでくださいさないでください。。。。

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。



127

ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら、、、、Enterキーキーキーキーをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

Enterキーキーキーキーをををを押押押押すとすとすとすと、、、、再度再度再度再度ENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

とととと表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

※※※※そのそのそのその際際際際フェリカフェリカフェリカフェリカ端末端末端末端末ははははブルーブルーブルーブルーにににに光光光光っておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、ブルーブルーブルーブルーにににに

点灯点灯点灯点灯しているときはしているときはしているときはしているときは、、、、フェリカフェリカフェリカフェリカににににタッチタッチタッチタッチしてもしてもしてもしてもポイントページポイントページポイントページポイントページにはにはにはには

とばずとばずとばずとばず、、、、通常通常通常通常サイトページサイトページサイトページサイトページへととびますへととびますへととびますへととびます。。。。

ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ
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ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

ENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ

+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

ENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら、、、、Enter
キーキーキーキーをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

Enterキーキーキーキーをををを押押押押すとすとすとすと再度再度再度再度+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
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ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら数字数字数字数字キーキーキーキーをををを使用使用使用使用してしてしてして金額金額金額金額をををを

入力入力入力入力しますしますしますします。。。。
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ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

+123456789012345
ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

数字数字数字数字キーキーキーキーをををを使用使用使用使用してしてしてして金額金額金額金額をををを入力入力入力入力するとするとするとすると入力入力入力入力したしたしたした金額金額金額金額のうしろにのうしろにのうしろにのうしろに

ENTｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀｦｵｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されますのでされますのでされますのでされますので、、、、金額金額金額金額にににに間違間違間違間違いがないかいがないかいがないかいがないか

をををを確認確認確認確認しししし、、、、Enterキーキーキーキーをををを押押押押してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

金額金額金額金額をををを間違間違間違間違えたえたえたえた際際際際にはにはにはにはClearキーキーキーキーをををを押押押押せばせばせばせば入力入力入力入力のしのしのしのし直直直直しをしをしをしを
することができますすることができますすることができますすることができます。。。。
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ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

ENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ

+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

正常正常正常正常ににににタッチタッチタッチタッチがががが出来出来出来出来るとるとるとるとENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

のののの画面画面画面画面にににに戻戻戻戻りりりり、、、、フェリカフェリカフェリカフェリカははははブルーブルーブルーブルーにににに点灯点灯点灯点灯しますしますしますします。。。。

ポイントポイントポイントポイント付与完了付与完了付与完了付与完了ですですですです。。。。
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ポイント数設定

※※※※10key画面画面画面画面イメージイメージイメージイメージ

※※※※F1～～～～F4はははは使用使用使用使用しませんしませんしませんしません。。。。

1 2 3 Ｆ１

Ｆ2

Ｆ3

Ｆ4

4 5 6

7 8 9
Clear 0 Eenter

<ｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄﾞ゙゙゙>
ｶｻｶｻｶｻｶｻﾞ゙゙゙ｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲ

Enterキーキーキーキーをををを押押押押したしたしたした後後後後、、、、 <ｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄｶｻﾝﾓｰﾄﾞ゙゙゙>ｶｻｶｻｶｻｶｻﾞ゙゙゙ｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀｼﾃｸﾀﾞ゙゙゙ｻｲｻｲｻｲｻｲとととと表示表示表示表示されたされたされたされた

ららららフェリカフェリカフェリカフェリカににににタッチタッチタッチタッチをしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます。。。。

※※※※そのそのそのその際際際際、、、、フェリカフェリカフェリカフェリカはははは黄色黄色黄色黄色にににに点灯点灯点灯点灯していますしていますしていますしています。。。。黄色黄色黄色黄色にににに点灯点灯点灯点灯

されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合ははははポイントポイントポイントポイントのののの付与付与付与付与ができませんができませんができませんができません。。。。またまたまたまた、、、、

タッチタッチタッチタッチがががが正常正常正常正常にににに出来出来出来出来なかったなかったなかったなかった場合場合場合場合、、、、画面画面画面画面にににに＊＊＊＊error＊＊＊＊ﾀｯﾁｻﾚﾏﾀｯﾁｻﾚﾏﾀｯﾁｻﾚﾏﾀｯﾁｻﾚﾏ

ｾﾝﾃｾﾝﾃｾﾝﾃｾﾝﾃﾞ゙゙゙ｼﾀｼﾀｼﾀｼﾀとととと表示表示表示表示されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後ENTｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗｷｰｦｵｼﾃｶﾗ+ｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶｷﾝｶﾞ゙゙゙ｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀｸｦｲﾚﾃｸﾀﾞ゙゙゙

ｻｲｻｲｻｲｻｲのののの画面画面画面画面までまでまでまで戻戻戻戻ってしまいますってしまいますってしまいますってしまいます。。。。
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ポイントの設定は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

ポイントの設定は、お手元の

パソコンから簡単に設定することが可能です。

ポイント関連の設定を行う場合は、

管理画面のＴＯＰから、【ポイント管理】を選択します。

ポイント管理について
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ポイント利用の履歴を確認する

ポイント利用の履歴を確認する

ポイント利用履歴を確認する場合は、

【ポイント管理→利用履歴】を選択します。

ポイント管理について
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年月単位のポイント利用履歴を確認する

年月単位のポイント利用履歴を確認する

ポイント利用履歴の現在月の概要が表示されます。

前月以前のポイントを確認する場合は年月の設定で参照したい年

月を選択し、【表示】をクリックします。

また、１日単位のポイント利用履歴を確認する場合は、日付、人

数、ポイントのいずれかをクリックします。

ポイント管理について
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その日のポイント利用履歴を確認する

その日のポイント利用履歴を確認する

ポイント利用履歴の指定日の履歴が表示されます。

ポイントを利用した時の広告の種類、名前、ポイント数、使用日

時が表示されます。

履歴を削除する場合は、 をクリックします。

表示月の概要に戻る場合は【戻る】をクリックします。

ポイント管理について
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ポイント特典を設定する

ポイント特典を設定する

使用すると受けられるポイント特典の設定をする場合は、

【ポイント管理→ポイント設定】を選択します。

ポイント管理について
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ポイント特典の詳細を設定する

ポイント特典の詳細を設定する

ポイント特典の設定が表示されます。

①追加したい特典ポイントのポイント数及び特典内容を入力しま

す。

追加で入力する場合は【項目追加】をクリックし、ポイント数

及び特典内容の入力項目を追加します。

②すべての入力を行った時点で【設定】をクリックし、入力した

ポイント特典項目を追加します。

ポイント管理について

1

2
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ポイント特典を管理する

ポイント特典を管理する

使用すると受けられるポイント特典の編集をする場合は、

【ポイント管理→ポイント編集】を選択します。

ポイント管理について
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ポイント特典の詳細を編集する

ポイント特典の詳細を編集する

ポイント特典の編集が表示されます。

一覧にあるポイント数及び特典内容を編集し【上記の内容に変更

する】をクリックします。

削除したいポイント数・特典内容がある場合は、 をクリックし

ます。

ポイント管理について
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ポイントのマイル交換状況を確認する

ポイントのマイル交換状況を確認する

使用すると受けられるポイント特典の設定をする場合は、

【ポイント管理→ポイント設定】を選択します。

ポイント管理について
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ポイントのマイル交換を年月で確認する

ポイントのマイル交換を年月で確認する

ポイント利用履歴の現在月の概要が表示されます。

前月以前のポイント交換を確認する場合は年月の設定で参照したい年月を

選択し、【表示】をクリックします。

また、１日単位のポイント利用履歴を確認する場合は、日付欄をクリック

します。

＊請求書はPDFにて出力されます。

ポイント管理について
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ポイントのマイル交換を日毎に確認する

ポイントのマイル交換を日毎に確認する

マイル交換履歴の指定日の履歴が表示されます。

ポイントを交換した時の名前、マイル数、交換日時が表示されます。

表示月の概要に戻る場合は【戻る】をクリックします。

ポイント管理について
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売上を分析する

売上を分析する

売上分析について

総体数の売上・来店数・平均来店周期・ご利用単価、新規顧客の

再来店率の分析比較を見るには【売上分析→売上実績で比較】を

クリックします
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売上分析について

売上実績で比較する（総体売上・来客数の増減）

売上実績で比較する（総体売上・来客数の増減）

2

4

3

①比較対象の年月日を選択して【表示】をクリックします

②指定した日と売上・客数・単価を対前月か対前日で比較します

対前月・対前日をクリックすると切り替えられます

③指定した日の売上状況を表示します

④指定した日の売上推移を表示します（縦軸：売上、横軸：時間）

＊①②は各画面共通になります

1
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売上分析について

売上実績で比較する（総体売上・来客数の増減）

売上実績で比較する（総体売上・来客数の増減）

①指定した月の売上・客数と前月の売上・客数と

前々月の売上･客数を表示します

②青の折れ線が売上・赤の折れ線が客数を表します

（縦軸：売上と客数、横軸：日付）

③こちらで各画面の切り替えを行います

縦列で画面左側のメニューと対応しています

1

2

3
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売上実績で比較する（平均来店周期・平均利用単価）

売上実績で比較する（平均来店周期・平均利用単価）

売上分析について

1
2

3 4

5

①指定日の平均利用単価と来店数及び、前日・前週の平均利用

単価・来店数を表示します

②来店周期での客数・比率・売上・客単価を表示します

③指定月の平均売上・客数及び、前月・前々月の平均利用単価・

客数を表示します

④②を円グラフで表示します

⑤②を棒グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：来店周期）
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売上分析について

売上実績で比較する（平均来店周期・平均利用単価）

売上実績で比較する（平均来店周期・平均利用単価）

①指定日と前日、今週と今月、前月と前々月の新規客数・再来店

客を表示します

②①を円グラフで表示します

③新規客数・再来店客をトータルで円グラフ表示します

1

2

3
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売上を分析する

売上を分析する

売上分析について

時間別・曜日別・週別・月別の売上傾向や来店傾向の分析比較

を見るには【売上分析→時間軸の傾向で比較】を

クリックします
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時間軸の傾向で比較する（時間・曜日別の売上・来店傾向）

時間軸の傾向で比較する（時間・曜日別の売上・来店傾向）

売上分析について

①曜日を指定します【曜日を選択→表示】をクリックします

②指定曜日で来店者数の比較（過去３ヶ月）

③②を折れ線グラフで表示します（縦軸：人数、横軸：時間）

④指定曜日で売上の比較（過去３ヶ月）

⑤④を折れ線グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：日）

1

2

3

4 5
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時間軸の傾向で比較する（月別の売上・来店傾向）

時間軸の傾向で比較する（月別の売上・来店傾向）

売上分析について

①年月又は合計を指定します【年月を選択→表示】をクリックし

ます

②指定年月又は合計で来店者数の比較（過去３ヶ月）

③②を折れ線グラフで表示します（縦軸：人数、横軸：時間）

④指定年月又は合計で売上の比較（過去３ヶ月）

⑤④を折れ線グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：日）

1

2

3

4
5
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売上を分析する

売上を分析する

売上分析について

職業別・年代別・ご来店動機の売上や来店数の分析比較

を見るには【売上分析→お客様の傾向で比較】を

クリックします
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時間軸の傾向で比較する（職業別の来店・売上傾向）

時間軸の傾向で比較する（職業別の来店・売上傾向）

売上分析について

①年月又は合計を指定します【年月を選択→表示】をクリックし

ます

②指定年月又は合計で来店者数の比較

③②を折れ線グラフで表示します（縦軸：人数、横軸：日）

④指定年月又は合計で売上の比較（３ヶ月）

⑤④を折れ線グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：日）

1

2

3

4
5
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時間軸の傾向で比較する（年代別の来店・売上傾向）

時間軸の傾向で比較する（年代別の来店・売上傾向）

売上分析について

①年月又は合計を指定します【年月を選択→表示】をクリックし

ます

②指定年月で年齢別来店者数の比較

③②を折れ線グラフで表示します（縦軸：人数、横軸：日）

④指定年月で年齢別売上の比較

⑤④を折れ線グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：日）

1

2

3

4 5
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時間軸の傾向で比較する（来店動機による来客・売上比較）

時間軸の傾向で比較する（来店動機による来客・売上比較）

売上分析について

①年月又は合計を指定します【年月を選択→表示】をクリックし

ます

②指定年月又は合計で来店動機の来店者数の比較

③②を折れ線グラフで表示します（縦軸：人数、横軸：日）

④指定年月又は合計で来店動機の売上の比較（３ヶ月）

⑤④を折れ線グラフで表示します（縦軸：売上、横軸：日）

1

2

3

4
5


