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【基本セットアップ編】 

多言語ページ作成～予約コンテンツの作成までの基本セットアップを行います。 

 

店舗を作成する 

店舗の作成を行います。 

 

１． メニューより「店舗」をクリックします 

 

２． 「新規作成」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 

❶ クリックします 
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３． 必要事項を入力し「更新」ボタンをクリックします 

 

◆多言語対応 

「自動翻訳」ボタンを押すと日本語から各言語へ自動翻訳した文章が設定されます 

言語タブを切り替えてプロ翻訳や独自で翻訳した文章も設定できます。 

店舗名称は 10文字程度、店舗説明は 100文字程度で簡潔に設定することを推奨します。 

外国人にもわかるように〇〇＋店舗名をお勧めします。例）着物レンタルの[店舗名] 

各言語ごとに SNS運営している場合は各言語ごとに設定できます。 

 

◆イメージ 

店舗のイメージが分かる写真を設定してします。 

設定したイメージを削除したい場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

 

◆郵便番号・店舗住所 

店舗の住所を設定します。 

 

➋ クリックします 

❶ 必要事項を入力します 
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◆営業時間 

※ここでの設定は店舗ページの情報として表示されるだけです。予約の可否には影響しません。 

予約の可否は「サービス」編集で設定します。 

 

店舗の営業時間を設定します。 

 

◆休日 

店舗の休日を設定します。 

※ここでの設定は店舗ページの情報として表示されるだけです。予約の可否には影響しません。 

予約の可否は「サービス」編集の「曜日指定」で設定します。 

 

◆電話番号 

店舗の電話番号を設定します。 

 

◆店舗 URL 

店舗の公式ページがある場合は URLを設定します。 

 

◆並び順 

店舗一覧の並び順を設定します。 
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サービスを作成する 

予約のコースを設定します。 

 

１．メニューより「サービス」をクリックします 

 

２．「新規作成」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 

❶ クリックします 
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３．必要事項を入力し「更新」ボタンをクリックします 

 

◆多言語対応 

「自動翻訳」ボタンを押すと日本語から各言語へ自動翻訳した文章が設定されます。 

言語タブを切り替えてプロ翻訳や独自で翻訳した文章も設定できます。 

サービス名称は 10文字程度、サービス説明は 100文字程度で簡潔に設定することを推奨します。 

➋ クリックします 

❶ 必要事項を入力します 
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◆終日 

予約する際に時間の指定が不要な場合は「終日」を ONに設定します。 

 

◆所要時間 

サービスの所要時間を設定します。 

 

◆いつでも 

「いつでも」タブを選択し開始と終了時間を設定します。 

下記の場合は 10～23時の間でいつでも予約を受付ける設定になります。 

 
 

◆時間限定 

「時間限定」タブを選択し受付の「時間」を選び「＋」ボタンで追加します。 

複数設定可能です。削除したい場合はチェックを外します。 

下記の場合は 10時、11時、15時のみ予約を受付ける設定になります。

 
 

◆日時限定 

「日時限定」タブを選択し受付の「日付」と「時間」を選び「＋」ボタンで追加します。 

複数設定可能です。削除したい場合はチェックを外します。 

下記の場合は 2018年 1月 20日 15時、2018年 2月 3日 15時のみ予約を受付ける設定になります。 
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◆曜日指定 

予約を受付ける曜日をチェックします。 

 

◆イメージ 

サービスのイメージが分かる写真を設定してします。 

設定したイメージを削除したい場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

「ファイル選択」ボタンをクリックし複数の写真を選択することで最大 4枚まで設定きます。 

複数の写真を選択する場合はなるべくサイズを統一するようにしてください。 

 
 

◆料金 

サービスの料金を設定します。 

 

◆予約締切 

予約を締め切る「日数」を設定します。 

 

◆早期割引 

早期割引を適用する「日数」と「割引率」を選び「＋」ボタンで追加します。 

複数設定可能です。削除したい場合はチェックを外します。 

下記の場合は 14日前の予約は 10％割引する設定になります。 

割引額は決済予約時に自動で計算され割り引かれます。 
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◆決済方法 

決済方法を選択します。複数選択可能です。 

クレカ：クレジットカードで決済します。 

Alipay、Wechatpay、Unionpay：中国三大決済で決済します。「英語・中国語」表記の場合のみ適用されます。 

決済なし：店舗で決済します。 

 

◆キャンセル料 

キャンセル料を適用する「日数」と「キャンセル料率」を選び「＋」ボタンで追加します。 

複数設定可能です。削除したい場合はチェックを外します。 

下記の場合は 1日前のキャンセルは 100％キャンセル料頂く設定になります。 

キャンセル料はキャンセル時に自動で計算され差額を返金します。 

 
 

◆バウチャー 

電子チケットを有効にする場合は「バウチャー」を ONに設定します。 

 

◆貸切 

貸切のサービスにする場合は「貸切」を ONに設定します。 

 

◆承認制 

予約が入ったときに受付けるかどうか確認をしたい場合に「承認制」を ONに設定します。 

 

◆非公開 

店舗ページのサービス一覧に表示したくない場合や 

サービスの URLを知ってい方は予約ができますのでお得意様限定のサービスやシークレット予約として活用する

場合に「非公開」を ONに設定します。 

 

◆並び順 

店舗ページのサービス一覧の並び順を設定します。 
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【運用編】 

 

 

予約状況を確認する 

ネットからの予約を管理します。 

 

１．メニューより「予約」をクリックします 

 

２．「検索」をクリックします 

 

❶ クリックします 

❶ クリックします 
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３．検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックします 

 

➋ クリックします 

❶ 検索条件を設定します 
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４．検索結果を確認します 

 

 

予約を承認する 

承認制のサービスの場合は承認することで予約が確定します。 

都合が悪い場合は「却下」ボタンをクリックし予約の取消します。 

１．「承認」ボタンをクリックします 

 

 

❶ クリックします 
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２．ダイアログの「承認」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 
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５．承認する 

予約を作成する 

電話予約などネット予約以外での予約を作成します。 

１．「新規作成」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 
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２．必要事項を入力し「新規作成」ボタンをクリックします 

 

◆サービス 

予約するサービスを設定します。 

 

◆予約日時 

予約の日時を設定します。 

 

◆予約人数 

予約の人数を設定します。 

 

◆オプション選択 

予約のオプションを設定します。 

 

◆性別 

予約者の性別を設定します。 

 

◆メールアドレス 

予約者のメールアドレスを設定します。 

 

◆電話番号 

予約者の電話番号を設定します。 

 

◆連絡事項 

他のスタッフへの連絡事項や特記事項のメモを設定します。 

予約者には公開されません。 

➋ クリックします 

❶ 必要事項を入力します 
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売上状況を確認する 

決済予約の売上を管理します。 

 

１．メニューより「残高」をクリックします 

 

２．検索条件を設定し「検索」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 

➋ クリックします 

❶ 検索条件を設定します 
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３．検索結果を確認します 

 

お支払い通知書を印刷する 

予約システムによる支払い予約が発生場合は「お支払い通知書」が翌月末に作成されます。 

「お支払い通知書」を確認して印刷します。 

 

１．一覧の「レポート」をクリックします 

 

  

❶ クリックします 
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２．「詳細表示」ボタンをクリックします 

 

  

❶ クリックします 
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３．「印刷」ボタンをクリックします 

 

  

❶ クリックします 
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【応用設定編】 

 

 

オプションを作成する 

サービスに対するオプションプランなどがある場合に設定します。 

 

１．メニューより「サービスオプション」をクリックします 

 

２．「新規作成」ボタンをクリックします 

 

❶ クリックします 

❶ クリックします 
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３．必要事項を入力し「更新」ボタンをクリックします 

 

◆多言語対応 

「自動翻訳」ボタンを押すと日本語から各言語へ自動翻訳した文章が設定されます。 

言語タブを切り替えてプロ翻訳や独自で翻訳した文章も設定できます。 

オプション名称は 10文字程度、オプション説明は 100文字程度で簡潔に設定することを推奨します。 

 

◆イメージ 

オプションのイメージが分かる写真を設定してします。 

設定したイメージを削除したい場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

 

◆料金 

オプションの料金を設定します。 

 

◆対応サービス 

対応するサービスのチェックを ONに設定します。 

 

◆必須オプション 

複数の料金設定やどちらかを選んでもらうときにチェックを ONに設定します。 

※必須オプションが有効な場合はサービス編集で設定した「料金」は無視されオプションの料金が有効となりま

す。 

例）小人/大人料金や男性/女性料金など。 

 

◆並び順 

オプション一覧の並び順を設定します。 

❶ 必要事項を入力します 

➋ クリックします 
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在庫連携を設定する 

在庫（予約）数の上限を設定することでオーバーブッキングを防ぎます。 

 

１．メニューより「在庫」をクリックします 

 
 

２．「追加」ボタンをクリックします 

 
 

❶ クリックします 

❶ クリックします 
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３．必要事項を入力し「新規作成」ボタンをクリックします  

 

◆在庫グループ名 

わかりやすい在庫グループ名を設定します。 

 

◆現在数 

時間帯ごとの予約可能な数を設定します。 

 

◆サービス 

対応するサービスのチェックを ONに設定します。 

※複数のサービスを選択した場合はその選択されたサービスの予約合計になります。 

  

❶ 必要事項を入力します 

➋ クリックします 
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エージェントを招待する 

旅行会社や近くの宿泊施設などエージェントとして招待します。 

エージェントは専用の予約ページが作成され予約管理で表示されます。 

 

１．メニューより「エージェント招待」をクリックします 

 
 

２．必要事項入力し「更新」ボタンをクリックします 

 

◆メールアドレス 

エージェントとなる相手先のメールアドレスを入力し「＋」ボタンで追加します。 

解除したい場合は「解除」チェックします。 

※一度の更新で複数の処理をすることができます。 

❶ クリックします 

➋ クリックします 

❶ 必要事項を入力します 
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