ＡＳＰ業務システムの解説
1.ＡＳＰ業務システムは、 レンタルサーバーで動きます。 お手持ちのパソコンにソフトのイン
ストールは必要ありません。インターネットに接続するだけで簡単に使えます。
２.ＡＳＰは、ご使用のパソコンが故障した際に、アプリケーション・データ がサーバー上にあ
る為、別のパソコンで即座に業務続行できる事や、 会社や自宅に限らず使用できる事がメリ
ットです。

システムの概要

.

①パソコン や 携帯電話 スマートホン で、受付ページ(あなた専用ＵＲＬ)に 24 時間アクセ
ス可能。
※ご自分のＷｅｂサイトやブログに「御予約はこちら」のリンクを張るだけでＯＫ！！

サイトやブログが無い場合は、提供した受付ＵＲＬを公開するだけで、直ぐに稼動できます。
※受付画面では、他社広告等を一切表示しないので表示が早く信用もアップします。
②「空き情報」をクリック又は、「日付・時間コース」の選択をするだけで、空き時間が確認
可能です。
開始時間〜終了時間対応の「時間コース選択方式」では、指定日時によって空き時間のみを選
択表示し、そのまま申込出来、曜日単位に受付時刻を変更する事も可能です。更に「日付詳
細表示」では、空き人数・満員・申込・休日・受理等の状況確認が簡単に出来ますので、申
込者にとって大変使いやすくなっております。
※ＰＣ携帯スマートホン対応・週休６日迄対応・臨時休業は管理画面より登録可能。
③空いている日時を指定して送信すると(携帯対応)、申込者には、自動返信メール、システ
ムの運営者には 受付内容が自動メール送信されます。
開始時間〜終了時間対応の「時間コース選択方式」では、申込者が選択した「日付」「担当
者」と「時間コース選択」によってコースに必要な空き時間を算出し、次画面で「空き時間の
みの選択」から申込へスムーズに移行する仕様です。
※定員オーバー・満員の時間帯や・休みの日には自動でお断りする機能により、２４時間自動
受付で、簡単操作で安心運営できます。
④お知らせメール（自動返信メール）が申込者に届きます。
⑤「ご案内」・「新着情報」・「インフォメーション」の案内確認機能付。
※ 申込画面には、「ご案内」・「新着情報」を表示。
⑥自分の予約を携帯・スマートホンやパソコンを使って、内容確認可能。
※ 状況確認機能 (迷惑メール対策でメール受信できないユーザーやメールアドレスを持たな
いユーザーでも、「状況確認」ボタンを押して、「名前」を入力するだけて簡単に状況確
認できます。)
⑦パソコンを使ったカレンダー表示(標準版)は「表形式」なので混み具合までわかり、「時間
別詳細表示(標準版＆ステルス版)」を使うと時間別の明細が確認可能。
⑧明日はお待ちしておりますメールで、「うっかり忘れ」を防止できます。
※(管理者にはログ送信。自動送信ボタン付。
⑨自動キャンセル機能...申込者の名前(時間コース選択方式は名前と会員番号)検索＆電話番
号認証による簡単なシステムにより、予約受付担当者のキャンセル受付作業(雑務)を無くす
事により、申込者側からパスワードを忘れた際の問い合わせは生じません。
⑩状況変更機能
行います。)

(申込・受理・終了・休日に変更すると、予約申込者にメール連絡を自動で

※「終了」を登録した時間は満員と同様に予約をお断りします。...システム管理者側で強制
的に満員にする場合)

※「状況」を「休日」で登録しますと、予約受付画面のカレンダーの「休日」が赤文字表示さ
れます。
⑪顧客管理データベース機能
※文法上正しいメールアドレスで１回でも予約受付しますと、ＡＳＰサービスメニューの「顧
客管理データベース」に「名前、電話番号、正しいメールアドレス」がメールアドレス重複無
しで自動取込されます。予約会員になりたくない申込者は、メールアドレスを入力しないだけ
なので、簡単に情報管理信出来ます。)
※オプションの携帯空メール登録対応 ASP 自動メール配信サービスで、メール配信し、管理者
の好きな日時に予約システムへ誘導し売上アップも可能です。

ご要望のタイプは、26 種類のシステムからお選び頂けます。
●会員制のシステムをご希望の方には、「会員管理対応版」をご用意しております。
おすすめは、No.1R の 会員制対応版です。※デモ画面(見本)で操作してみて下さい。
No.1R ←美容室.エステ.サロン対応の 会員制「複数スタッフ別満員管理対応版」の利便性
としては、電話受付時の自動入力機能が有効です。管理画面「時間コースで登録」の
「予約画面に自動入力」するボタンで(名前・電話番号・会員番号・メールアドレス) が正しく
自動入力され、電話によるキャンセル画面入力時は、「名前の欄に自動入力」するボタンで
名前入力は不要となり、電話受付時の業務量が各段に省力化出来ます。

No.1Ｒ 美容室.エステ.サロン 会員制「複数スタッフ別満員管理対応 (スタッフ１名Ｘ客 1 名
〜9 名同時刻受付)」
予約管理システム（３０分単位受付）→お勧め
※この予約システムは、スタッフ 1 人Ｘ顧客 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、スタ
ッフ選択を必須としました。
これによりスタッフ別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタンで確認
できます※スタッフ単位に休み登録可能。状況「Staff 休」で登録すると、指定時間にその
スタッフの予約受付を休止します。
※会員制システムの概要

a.予約受付画面で「新規入会」ボタンを押してメールアドレスを入力しますと、自動返信
メールから入会申込画面に誘導し、会員データベースに正しいメールアドレスを自動学習
させます。これにより、予約画面でのメールアドレス入力間違い及びメール着信拒否等に
よる「案内メール」不達を防止します。
※予約受付画面で会員以外を予約拒否する事により、いたずら予約を防止します。
会員情報の「名前」と「電話番号」に完全一致した場合のみ、簡単に予約受付するので、
会員制の問題とされる忘れやすいＩＤ・パスワードは不要です。
b.入会申込画面で会員登録しますと、管理者には、会員登録情報付で新規入会お知らせメー
ルが来ます。
※電話等による入会受付は、管理者用画面から入会登録可能。
※電話による予約受付時では、「予約画面に自動入力」するボタンで(名前・電話番号・会
員番号・メールアドレス)
が正しく自動入力され、一方の電話によるキャンセル画面入力時は、「名前の欄に自動入
力」するボタンで名前入力は不要となり、電話受付時の業務量が各段に省力化出来ます。
※申込者に「会員登録」及び 「会員情報編集」をさせる事により、管理者は、会員管理の
手間を省く事ができます。
※ 申込者が「会員情報編集」した内容は、管理者に会員情報付で通知メールが来ます。
※「名前」「電話番号」「会員番号」は、申込者が編集できます。
(名前の編集は、旧姓を変更する際に必要な機能です)
※メールアドレスは自動で本人認証されたものですので、申込者は編集不可です。メールア
ドレス変更の際は、本人認証が必要な為、申込者が自分で会員登録し直す必要がございます。
c.会員データベースの「メモ」欄の「新規申込」を検索し、「メールを一括送信する」ボタ
ンを押しますと、案内メール等をメーラーで随時送信出来ます。
d.「Count」管理が必要な場合は、後払モードでも、入金時に予約回数分の「Count」を管理
者が加算登録する事により、
予約受付時に消化(自動減算)しますので、「Count」の状況確認ができます。
キャンセル時には、キャンセル分の「Count(残数)」を自動で戻します。
※会員管理では、新規入会者や個人情報を対象とした検索で、随時必要なメールを送信可能
です。
e.予約の際は、会員情報の「メールアドレス」と「会員番号」からデータを引き出し、自
動入力させます。
※申込者にメールアドレス等を毎回の入力させる必要がありませんので、簡単確実に予約
できます。

No.1

美容室.エステ.サロン対応「複数スタッフ別満員管理対応 (スタッフ１名Ｘ客 1 名〜9 名同
時刻受付)」
予約管理システム（３０分単位受付。教室等の他業種でも対応可能）

※スタッフ選択を必須としたシステムなので、スタッフ別スケジュール表示ができます。
スタッフの名前を「希望なし１」で登録し、店側で担当するスタッフを決める方法がご
ざいます。
※スタッフ単位に満員管理しますので、スタッフ別に同時刻対応人数(0〜9)や「Staff
休」を設定可能。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※「複数スタッフ別満員管理対応版」は、希望スタッフ１人に対して客 1 名〜客９
名の同時刻受付となります。
※この予約システムは、スタッフ 1 人Ｘ顧客 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、
スタッフ選択を必須としました。
これによりスタッフ別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタン
で確認できます。
※スタッフ単位に休み登録可能。状況「Staff 休」で登録すると、指定時間にそのス
タッフの予約受付を休止します。
※スタッフ選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
※スタッフ単位の満員人数からの通常スタートの他に、スタッフ単位に同時スター
トを避けて 30 分来店時間をずらす「30」モード、スタッフ単位に同時２名スタート、
同時 3 名から 30 分来店時間をずらす 「x30」モード等がございますので、スタッフ
単位に同時顧客来店の混雑さを避けて、運営する事も出来ます。
No.2 美容室.エステ.サロン対応「複数スタッフ受付対応 (スタッフ１名指定Ｘ客 1 名のみの受
付)」
予約管理システム(10 分単位、15 分単位、30 分単位受付)※他業種でも対応可能
※スタッフ別スケジュール表示が必要な場合は、No.1 複数スタッフ別満員管理対応
(スタッフ１名Ｘ客 1 名〜客複数名受付)」を選択して下さい。
※希望スタッフを指定しない場合は、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※他業種用に項目「スタッフ」を別名「担当者」等に変更し、同時刻１対１の受付業
務に御利用できます。
※希望スタッフを指定しますと、希望スタッフ１人に対して顧客１人（１対１）の同時
刻受付となります。
希望スタッフを指定しなければ、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
ダブルブッキング防止機能付ですので、美容室に限らず、「希望スタッフ受付」をさ
れる業務に御利用できます。
美容室対応版は、スタッフ別にスケジュール管理できます。例えば、スタッフＡさ
んが休みたい日時に名前「−」等でダミー登録する事により、スタッフＡさんの受付
を好きな日時に停止出来ます。
スタッフが自分の勤務時間を、携帯やパソコンで確認したり、キャンセル登録、指定
時間終了等が出来ます。

スタッフ名やメニュー「60 分カット＆シャンプー」「1h30 分カット＆ヘアエステ」
「2h00 分パーマ＆ヘアカラー」等の 時間コースは、自由に追加編集可能です。
No.3

一般用 時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で受付) 予約管理システム
(10 分単位、15 分単位、30 分単位、60 分単位受付)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※「１人スタッフ」の美容室サロンは、美容室サロン対応版で「希望スタッフ」選択に
「希望なし」を登録して使用できます。

No.4

一般用.(空き情報と申込画面を分離した方式)
「内容選択方式」 予約管理システム ←「開始時間のみで受付管理」
※指定時刻を５分単位で固定して受付できます。
※「内容選択方式」は、予約受付間隔の単位(分)を御自分で随時 5 分.10 分.15
分.20 分.30 分.60 分の何れかの単位で固定設定できますが、「内容選択メニュ
ー」には所要時間が無い為、開始〜終了時間(経過時間)に対応した「時間コースメ
ニュー」は使用できません。
※受付する時間選択を「空き時間選択」のみで行う場合は、「時間コース選択方式」
を指定して下さい。
※内容ドロップダウン選択に、「時間的要素」がある場合は「時間コース選択方式」
を指定して下さい。
※「開始時間〜経過時間」が受付間隔(分)より多い場合は、「時間コース選択方式」
を指定して下さい。

●会員制のシステムをご希望の方には、「会員管理対応版」をご用意しております。
クリニック様への おすすめは、本日以外の日時指定の予約受付を、多機能な
「No.5R ←クリニック 会員制 複数診療別スケジュール(患者 1〜9 名同時刻受付対応版)」
です。一方では、本日来院した患者様には診察時間が確定できませんので順番受付が
ベストです。病院掲示板表示専用のパソコン大型ディスプレイ、タブレットがあれば
「自動更新掲示板」ＵＲＬ画面に順番状況を大文字で表示し、５分おきに自動更新させ
る事が出来る順番受付システム。順番呼び出しはスマートに通知メール文(予約された
順番が近づいて参りました) が送信できるシステムがベストです。、
「No.7 ←クリニック 順番予約システム(本日来院した患者を順番に呼び出せます)」
で対応すると、予約と当日来院を区別できますし、会員データベース連動機能により本
格的な受付が ( 月額 1000 円 Ｘ ２ ＝ 合計 2000 円 で ) 可能です。
利便性としては、電話受付時の自動入力機能が有効です。管理画面「時間コースで登録」

の「予約画面に自動入力」するボタンで(名前・電話番号・診察券番号・メールアドレス)
が正しく自動入力され、電話によるキャンセル画面入力時は、「名前の欄に自動入力」
するボタンで名前入力は不要となり、電話受付時の業務量が各段に省力化出来ます。
※デモ画面(見本)の管理者用サンプル画面で操作してみて下さい。

No.5Ｒ

クリニック 会員制 複数診療別スケジュール(患者 1〜9 名同時刻受付)対応病院診療所用
予約管理システム
（３０分単位受付）
※診療内容選択を必須としたシステムなので、診療内容別スケジュールが確認できます。
※診療内容単位に満員管理しますので、診療内容別に同時刻対応人数(0〜9)や「診療終
了」を設定可能。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択となります。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※この予約システムは、診療内容 1Ｘ患者 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、診
療内容選択を必須としました。
これにより診療内容別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタンで
確認できます。
※診療内容単位に休み登録可能。状況「診療終了」で登録すると、指定時間にその診療
内容の予約受付を休止します。
※診療内容選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
※会員制システムの概要
a.予約受付画面で「新規入会」ボタンを押してメールアドレスを入力しますと、自動返
信メールから入会申込画面に誘導し、会員データベースに正しいメールアドレスを自動
学習させます。これにより、予約画面でのメールアドレス
入力間違い及びメール着信拒否等による「案内メール」不達を防止します。
※予約受付画面で会員以外を予約拒否する事により、いたずら予約を防止します。
会員情報の「名前」と「電話番号」に完全一致した場合のみ、簡単に予約受付するので、
会員制の問題とされる忘れやすいＩＤ・パスワードは不要です。
b.入会申込画面で会員登録しますと、管理者には、会員登録情報付で新規入会お知らせメ
ールが来ます。
※電話等による入会受付は、管理者用画面から入会登録可能。
※電話による予約受付時では、「予約画面に自動入力」するボタンで(名前・電話番
号・診察番号・メールアドレス) が正しく自動入力され、一方の電話によるキャンセ
ル画面入力時は、「名前の欄に自動入力」するボタンで名前入力は不要となり、電話
受付時の業務量が各段に省力化出来ます。
※申込者に「会員登録」及び 「会員情報編集」をさせる事により、管理者は、会員管
理の手間を省く事ができます。
※ 申込者が「会員情報編集」した内容は、管理者に会員情報付で通知メールが来ます。
※「名前」「電話番号」「診察番号」は、申込者が編集できます。

(名前の編集は、旧姓を変更する際に必要な機能です)
※メールアドレスは自動で本人認証されたものですので、申込者は編集不可です。メー
ルアドレス変更の際は、本人認証が必要な為、申込者が自分で会員登録し直す必要が
ございます。
c.会員データベースの「メモ」欄の「新規申込」を検索し、「メールを一括送信する」
ボタンを押しますと、案内メール等をメーラーで随時送信出来ます。
d.「Count」管理が必要な場合は、後払モードでも、入金時に予約回数分の「Count」を
管理者が加算登録する事により、
予約受付時に消化(自動減算)しますので、「Count」の状況確認ができます。
キャンセル時には、キャンセル分の「Count(残数)」を自動で戻します。
※会員管理では、新規入会者や個人情報を対象とした検索で、随時必要なメールを送信
可能です。
e.予約の際は、会員情報の「メールアドレス」と「診察番号」からデータを引き出し、
自動入力させます。
※申込者にメールアドレス等を毎回の入力させる必要がありませんので、簡単確実に予
約できます。
No.5

クリニック複数診療別スケジュール(患者 1〜9 名同時刻受付)対応病院診療所用 予約管理
システム
（３０分単位受付）
※診療内容選択を必須としたシステムなので、診療内容別スケジュールが確認できます。
※診療内容単位に満員管理しますので、診療内容別に同時刻対応人数(0〜9)や「診療終
了」を設定可能。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択方式です。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※「複数医師別満員管理対応版」は、希望診療内容１に対して患者１名〜患者９名の同
時刻受付となります。
※この予約システムは、診療内容 1Ｘ患者 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、診
療内容選択を必須としました。
これにより診療内容別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタン
で確認できます。
※診療内容単位に休み登録可能。状況「診療終了」で登録すると、指定時間にその診
療内容の予約受付を休止します。
※診療内容選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
※受付スタート人数を１人〜２人で 30 分ずつずらしながら来院させる設定が可能。

No.6

クリニック「一般外来」対応病院診療所用 予約管理システム
(10 分単位、15 分単位、30 分単位受付)
クリニック「一般外来」対応「時間コース選択方式.(指定分単位に定員まで受付)」
※「受付メニュー」時間非表示、「診療内容」選択項目が独立した「時間コース選択方
式」です。
※「受付メニュー」の内容は、各病院用に自由に変更可能です。

※「診療内容」別に、受付する曜日時間のカスタマイズが可能なシステムです。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
No.7

クリニック 順番予約システム(会員管理対応版) 予約管理システム
※「予約受付画面」及び管理画面の「予約状況」には、例.「現在(午前の) １ 番 の
方が 診察中です。待ち人数は「15 人」です。」の順番状況案内が表示されます。
病院掲示板表示専用のパソコン大型ディスプレイ、タブレットがある場合は、「自動更
新掲示板」ＵＲＬ画面に５分おきに順番状況を自動更新表示させる事が出来ます。
１、予約受付画面で「新規入会」ボタンを押してメールアドレスを入力しますと、自動
返信メールから入会申込画面に誘導し、会員データベースに正しいメールアドレスを自
動学習させます。
これにより、予約画面でのメールアドレス入力間違い及びメール着信拒否等による「案
内メール」不達を防止します。
２、予約受付画面で会員以外を予約拒否する事により、いたずら予約を防止します。
３、会員情報の「名前」と「電話番号」に完全一致した場合のみ、簡単に予約受付する
ので、会員制の問題とされる忘れやすいＩＤ・パスワードは不要です。
４、予約の際は、会員情報の「メールアドレス」と「診察券番号」からデータを引き出
し、自動入力させます。
※申込者にメールアドレス等を毎回の入力させる必要がありませんので、簡単確実に予
約できます。
５、「メールアドレス」は、会員登録の際の自動返信メールによる「本人認証機能登
録」により、「迷惑メール受信拒否」やメールアドレス間違い」の問題は生じません。
６、申込者に「会員登録」及び 「会員情報編集」をさせる事により、管理者は、会員
管理の手間を省く事ができます。

No.8

複数医師別スケジュール(医師１対患者 1〜9 名同時刻受付)対応病院診療所用 予約管理シ
ステム
※医師選択を必須としたシステムなので、医師別スケジュールが確認できます。
医師の名前を「希望なし１」で登録し、病院側で担当する医師を決める方法がござい
ます。
※医師単位に満員管理しますので、医師別に同時刻対応人数(0〜9)や「Staff 休」を設
定可能。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択方式です。

終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※「複数医師別満員管理対応版」は、希望医師１人に対して患者１名〜患者９名の同時
刻受付となります。
※この予約システムは、医師 1 人Ｘ患者 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、医師
選択を必須としました。
これにより医師別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタンで確認
できます。
※医師単位に休み登録可能。状況「Staff 休」で登録すると、指定時間にその医師の
予約受付を休止します。
※医師選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
※受付スタート人数を１人〜２人で 30 分ずつずらしながら来院させる設定が可能。
No.9

複数医師（医師１対患者１受付）対応病院診療所用 予約管理システム
(10 分単位、15 分単位、30 分単位受付)
複数医師（医師１対患者１受付）「時間コース選択方式.(指定分単位に定員まで受
付)」
※希望医師１人に対して患者１人（１対１）の同時刻受付となります。
※希望医師を指定しない場合は、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択方式です。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※希望医師を指定しますと、希望医師１人に対して患者１人（１対１）の同時刻受
付となります。
希望医師を指定しなければ、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
ダブルブッキング防止機能付です。
複数医師対応版は、医師別にスケジュール管理できます。例えば、医師Ａさんが休
みたい日時に名前「−」等でダミー登録する事により、医師Ａさんの受付を好きな
日時に停止出来ます。
※■選択項目「受付.再診（社保）」「診療内容」「診察番号」の項目は別途追加可能
です。

No.10

複数医師（医師１人対複数患者受付）対応病院診療所用 予約管理システム
複数医師（医師１対複数患者受付）対応「時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で
受付)」（３０分単位に受付）
※希望医師１人に対して患者複数の同時刻受付となります。
※希望医師の指定に関係無く、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択方式です。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※■選択項目「受付.再診（社保）」「診療内容」「診察番号」の項目は別途追加可能
です。

No.11

病院診療所用時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で受付)予約管理システム

(10 分単位、15 分単位、30 分単位、60 分単位受付)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※開始時間のみの選択方式です。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
No.12

病院診療所用.(空き情報と申込画面を分離した方式)
「内容選択方式」予約管理システム ←「開始時間のみで受付管理」
※指定時刻を５分単位で固定して受付できます。
※「内容選択方式」は、予約受付間隔の単位(分)を御自分で随時 5 分.10 分.15 分.20
分.30 分.60 分の何れかの単位で固定設定できますが、「内容選択メニュー」には所
要時間が無い為、開始〜終了時間(経過時間)に対応した「時間コースメニュー」は使
用できません。
※受付する時間選択を「空き時間選択」のみで行う場合は、「時間コース選択方式」を
指定して下さい。
※内容ドロップダウン選択に、「時間的要素」がある場合は「時間コース選択方式」
を指定して下さい。
※「開始時間〜経過時間」が受付間隔(分)より多い場合は、「時間コース選択方式」
を指定して下さい。

●会員制のシステムをご希望の方には、「会員管理対応版」をご用意しております。
教室用の おすすめは No.13・No.13RM・No.13RD の 会員管理対応版です。
月謝モードを(前払)に設定すると、月謝未納者の予約を受付拒否して ご入金案内文を
表示する事ができます。講師別の期間別授業時間を集計し給料計算に利用できます。
※電話受付時に No.13 の持つ「自動入力機能」を使うと即座に予約登録が出来ます。
管理画面「時間コースで登録」の「予約画面に自動入力」するボタンで(名前・電話番号・
メールアドレス) が正しく自動入力されます。更に、電話によるキャンセル画面入力時
では、「名前の欄に自動入力」するボタンで名前入力は不要となり、電話受付時の業務
を省力化出来ます。 ※デモ画面でお試し下さい。

No.13Ｒ

入金状況連動型 会員制 予約システム 曜日・時間・人数付の内容選択に対応・教室対
応「内容選択方式」
受付を３５進数 1byte で時限(1〜9 a〜z)管理することにより、１〜３５種類の予約
が１画面で登録 OK。
a .予約受付画面で「新規入会」ボタンを押してメールアドレスを入力しますと、自
動返信メールから入会申込画面に誘導します。
b .入会申込画面で登録しますと、管理者には、会員登録情報付で新規入会お知らせメ
ールが来ます。
※電話等による入会受付は、管理者用画面から入会登録可能。

管理者用画面ではメールアドレスを空白で登録できます。メールアドレスが空白の
場合、予約の際の文法上正確なアドレスを自動学習します。
c.会員データベースの「メモ」欄の「新規申込」を検索し、「メールを一括送信す
る」ボタンを押しますと、お支払い案内メール等をメーラーで随時送信出来ます。
d.入金時に、金額相当分の入金時間数「Count(残数)」を管理者が登録する事で、予
約受付時に消化(自動減算)します。
e.キャンセル時には、キャンセル分の入金時間数(残数)を自動で戻します※自動加
算機能。
※時限(時間)メニュー単位に、時間計算の基準「１文字１時限(1Count=1byte)」を
変更御希望の際は、カスタマイズにて対応します。
※受付を３５進数 1byte で時限(1〜9 a〜z)管理することにより、１〜３５種類の
予約が１画面で登録 OK。
※申込者に入会登録させるモードを装備。※入会登録専用ＰＧの初期値=前払(変
更可)
※会員管理では、新規入会者や入金時間数(残数)等を対象とした検索で、随時メー
ル送信可能。
※入金管理を使用しない場合は、入会登録の初期値を「後払」に設定する事により、
「Count」を個別の予約回数項目として利用できます。個別に「後払受付する/しな
い」を後払受付するに設定すると、入金時間数(残数)が不足でも予約受付可能。
※売上集計機能(スタッフ単位対応)。「時間集計」「金額計算」機能で「売上集
計」や「スタッフ単位売上計算」が可能。
※複数スタッフ別満員管理対応。※スタッフ管理機能の「ON（起動）／OFF（停
止）」ができます。 ＯＮ(起動)にすると、「スタッフ別スケジュール表示」
「Staff 休(スタッフ別休み)」「スタッフ単位売上計算」ができます。
スタッフ単位に満員管理しますので、スタッフ別に同時刻対応人数(0〜9)を設定可
能。 スタッフ管理機能を停止させると、スタッフ項目が非表示となります。
※予約データから個人情報を自動取込する場合は、ＡＳＰサービスメニューの「顧
客管理データベース」で可能です。
※自由な文字のメニュー登録(時間無しでもＯＫ)に対応しておりますので、教室
に限らず様々な業種に活用できます。
※１日に３５種類の予約が可能です。
※メニュー単位の人数制限機能付。(メニューの終わりに半角アスタリスク * に
続けて、人数(半角数字)の登録で制御可能)｡
例、(満員人数を５に設定し、指定のメニュー１時限を３人に制限する場合)→
１(一般コース)*3
※メニューに「曜日 or 平日」のキーワードがある場合、登録制御します。
例、メニューに月曜の文字がある場合、月曜以外の受付を拒否する事が出来ます。
メニューに「曜」と「月火水木金土日」の両方の文字がある場合は曜日と判断し、
「平日」がある場合は土日を拒否します。
No.14Ａ 教室対応「複数クラス別満員管理対応 (クラス１Ｘ生徒 1 名〜生徒 9 名同時刻受付)」
予約管理システム（３０分単位受付。他業種でも対応可能）
※クラス選択を必須としたシステムなので、クラス別スケジュール表示ができます。

※クラス単位に満員管理しますので、クラス別に同時刻対応人数(0〜9)や「Class 休」
を設定可能。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
※「複数クラス別満員管理対応版」は、希望クラス１に対して生徒 1 名〜生徒 9 名同時
刻受付となります。
※この予約システムは、クラス 1Ｘ生徒 1 人〜９人の同時刻受付を可能にした為、クラ
ス選択を必須としました。
これによりクラス別スケジュールが、管理システムの「予約状況を見る」ボタンで確
認できます。
※クラス単位に休み登録可能。状況「Class 休」で登録すると、指定時間にそのクラス
の予約受付を休止します。
※クラス選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
※クラス単位の満員人数からの通常スタートの他に、クラス単位に同時スタートを避け
て 30 分来校時間をずらす「30」モード、クラス単位に同時２名スタート、同時 3 名
から 30 分の来校時間をずらす 「x30」モード等が
ございますので、クラス単位に同時来校の混雑さを避けて、運営する事も出来ます。
No.14

複数講師対応教室用「時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で受付)」予約管理シス
テム
(10 分単位、15 分単位、30 分単位受付)
※希望講師１人に対して生徒１人（１対１）の同時刻受付となります。
※希望講師を指定しない場合は、同時刻に満員設定した人数までの受付となります。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
ダブルブッキング防止機能付です。
複数講師対応版は、講師別にスケジュール管理できます。例えば、講師Ａさんが休
みたい日時に名前「−」等で
ダミー登録する事により、講師Ａさんの受付を好きな日時に停止出来ます。

No.15

複数講師（講師１名対生徒複数受付）対応教室用 予約管理システム
複数講師（講師１対複数生徒受付）対応「時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で
受付)」（３０分単位に受付）
※希望講師１人に対して生徒複数の同時刻受付となります。
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。

No.16

教室時間コース選択方式.(開始時間〜終了時間で受付)予約管理システム
(10 分単位、15 分単位、30 分単位、60 分単位受付)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。

※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
終了時間が不規則な場合にも対応した「分単位受付の時間コース選択方式」です。
No.17

教室.(開始時間のみ)時分指定予約用「内容選択方式」予約管理システム ←「開始時間
のみ」
※指定時刻を５分単位で固定して受付できます。
※「内容選択方式」は、予約受付間隔の単位(分)を御自分で随時 5 分.10 分.15 分.20
分.30 分.60 分の何れかの単位で固定設定できますが、「内容選択メニュー」には所
要時間が無い為、開始〜終了時間(経過時間)に対応した「時間コースメニュー」は使
用できません。
※受付する時間選択を「空き時間選択」のみで行う場合は、「時間コース選択方式」を
指定して下さい。
※内容ドロップダウン選択に、時間的要素がある場合は「時間コース選択方式」を指定
して下さい。

No.18

教室時間割予約用(曜日・時間・人数付の内容選択に対応)「内容選択方式」予約管理シス
テム
※受付を３５進数 1byte で時限(1〜9 a〜z)管理することにより、１〜３５種類の予約
が１画面で登録可能。
※自由な文字のメニュー登録(時間無しでもＯＫ)に対応しておりますので、教室に限ら
ず様々な業種に活用できます。
※１日に３５種類の予約が可能です。
※メニュー単位の人数制限機能付。(メニューの終わりに半角アスタリスク * に続けて、
人数(半角数字)の登録で制御可能)
例、(満員人数を５に設定し、指定のメニュー１時限を３人に制限する場合)
１(一般コース)*3
※メニューに「曜日 or 平日」のキーワードがある場合、登録制御します。
例、メニューに月曜の文字がある場合、月曜以外の受付を拒否する事が出来ます。
メニューに「曜」と「月火水木金土日」の両方の文字がある場合は曜日と判断し、
「平日」がある場合は土日を拒否します。

No.19 教室 時間割予約用(日別変則時間用) 授業「内容入力方式」予約管理システム ← 「受付
時間が分単位でない場合や、日別に授業時間が変動する場合は、時間割.1 時限〜9 時限
で管理します。」
※1 桁数字を時限変換する仕様ですので、10 時限目は 1 時限目として処理されます。
例.2〜4 時限を連続受講する場合は、「234」と入力するだけなので簡単です。
※時間割予約用では 1 時限〜9 時限の時限管理のため、予約申込者側で自由に受講開始
時間を決められません。教室の管理者が「ご案内」に入力した「受講の時間割」を、
パソコンと携帯の予約受付画面に表示させる事により、生徒さんは、時間割の数字 1
〜9 を入力するだけで時間指定できます。日別変則時間の教室に対応してます。
No.20

レストラン飲食店用「30 分単位受付(グループ席テーブル別満員管理対応版)」
予約管理システム (30 分単位受付ステルス版)

※空き情報から申込にそのまま移行できます。メニューの「時間非表示」カスタマイズ
を承ります。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
※テーブル(部屋)グループ単位の満員管理は、２モード「T/N」ございます。
可動式テーブル同士接合する場合にも、受付可能なシステムです。
モード「T」は、登録されたテーブルグループ単位の「Table 数」で満員管理。
モード「N」は、登録されたテーブルグループ単位の「人数」項目で満員管理。
メニュー例「テーブル部屋の名称.人数の制限.Ｘテーブル部屋の数」
30 分カウンター. 1〜1 名 X 35 個
60 分テーブル A. 2〜4 名 X 20 個
60 分テーブル B. 4〜10 名 X 10 個
2h00 分宴会場. 11〜50 名 X 2 個
料理メニュー例.
2,300 円コース
2,800 円コース
3,300 円コース

No.21

会議室・ホール・会場・部屋用「30 分単位受付(会議室・ホール・会場・部屋別満員管理
対応版)」
予約管理システム (30 分単位受付)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※(会議室・ホール・会場・部屋)グループ単位の満員管理は、２モード「T/N」ござい
ます。
モード「T」は、登録された(会議室・ホール・会場・部屋)グループ単位の「Table
数」で満員管理。
モード「N」は、登録された(会議室・ホール・会場・部屋)グループ単位の「人数」
項目で満員管理。
メニュー例「施設名称.収容人数の制限.Ｘその施設の数」
30 分会場. 1〜10 名 X 12 個
60 分ホール A. 1〜50 名 X 4 個
1h30 分ホール A. 1〜50 名 X 4 個
2h00 分ホール A. 1〜50 名 X 4 個
60 分ホール B. 1〜130 名 X 3 個
1h30 分ホール B. 1〜130 名 X 3 個
2h00 分ホール B. 1〜130 名 X 3 個
60 分会議室. 1〜20 名 X 2 個
1h30 分会議室. 1〜20 名 X 2 個
2h00 分会議室. 1〜20 名 X 2 個

No.22

保育園用「30 分単位受付(年齢別満員管理対応版)」
予約管理システム (30 分単位受付ステルス版)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
※メニュー選択を、開始時間のみの選択方式にカスタマイズ出来ます。
メニュー例「予約時間.年齢０〜３才Ｘ満員数
60 分０〜０才Ｘ 5 名
10h30 分０〜０才Ｘ 5 名
60 分１〜２才 Ｘ 20 名
4h00 分１〜２才 Ｘ 20 名

No.23

ホームヘルパー用「30 分単位受付.準備時間(車での移動時間)対応版」
予約管理システム (30 分単位受付)
※空き情報から申込にそのまま移行できます。
(1)予約受付画面での仕様
スタッフ選択は、管理者側でのみ選択する為、非表示となります。
準備時間(車での移動時間)を含むため、「メニュー」の実際の時間は非表示となります。
(2)管理者用システムの仕様
複数スタッフのシステムと同様となります。

No.24

宿泊.部屋用「宿泊予約対応版」

No.25

来店予約システム→予約管理システム連動版(携帯スマホ対応)
別に検索し、予約注文時に料金計算が必要な場合

No.26

宅配予約システム←(有料版) 写真付で個別に検索し、予約注文時に料金計算が必要な場
合

←(有料版) 写真付で個

Ｑ＆Ａ よくある質問
Ｑ：システムの機能は？
■ ハード 及び データ ■
サーバーは、大手データセンター(サーバー稼働率 99.999%)とセンターにございます。
データはミラーリングや定期コピーにより、複数の地方にてそれぞれバックアップしております。

■

予約システム主要機能

■

1.予約申込者へのメール伝言 (申込時の自動返信。予約受付フラグ修正による自動送信。更に
「名前」をクリックする事によるメーラー起動により、伝言文を送信する事も可能なシステム
です。)
2.自動受付

(自動満員管理機能により、予約申込時の様々な受付メッセージをブラウザで
完了させます。この機能により、迷惑メール対策でメール受信できないユーザーや
メールアドレスを持たないユーザーでも、ウェブで予約状況伝言できます。)

3.受付案内メール「任意」
容文付)

(申込者へ予約受付メールを手動送信。...「受付」フラグ及び内

4.予約自動キャンセル機能...申込者の名前(時間コース選択方式は名前と会員番号)検索＆電話
番号認証システムによる簡単方式により、予約受付担当者のキャンセル受付作業(雑務)を減ら
せます。
※人間がキャンセル受付を電話で対応する場合、深夜電話で対応後、キャンセルデータを自分
で削除し、予約受付可能なスペースを増やす作業を行わなければなりません。顧客にとって 24
時間対応は理想ですが、人間では時間的に無理がありますし、ＩＴ社会にマッチしません。人
間の対応は、予約システムの自動機能を補助する程度に留めるべきです。
5.予約の状況確認機能 (迷惑メール対策でメール受信できないユーザーやメールアドレスを持
たないユーザーでも、「状況確認」ボタンを押して、「名前」を入力するだけて予約の状況確
認ができます。)
6.空き時間のみの時間選択表示機能 (「時間コース選択方式」のシステムでは、予約申込者が
選択した「日付」と「時間コース選択」によってコースに必要な空き時間を算出し、次画面で
「空き時間のみの選択」に移行する仕様となっております。)
7.開店時間 24 時間対応 (「時間コース選択方式.30 分単位 60 分単位受付」では、使用時間が
30 分〜12 時間の予約申込「翌日にまたがった場合は翌日分も自動処理」が可能です。24 時間
営業店対応のシステムです。)
8.受付担当者へのメール自動伝言機能 (予約を受けた場合や、予約キャンセルを受けた場合は、
受付担当者にメールが届きます。この受付担当者のメールアドレスが携帯の場合は、メール
チェックをしなくてもリアルタイムで予約受付状況メールが届きます。)
9.顧客管理データベース機能(文法上正しいメールアドレスで１回でも予約受付しますと、ＡＳ
Ｐサービスメニューの「顧客管理データベース」に「名前、電話番号、正しいメールアドレ
ス」 がメールアドレス重複無しで自動取込されます。予約会員になりたくない申込者は、メ
ールアドレスを入力しないだけなので、簡単に情報管理信出来ます。)
※予約自動返信メールに「メルマガ申込を顧客に入力させる画面のリンク」が付けられます。

※個人情報項目：名前、電話番号、メールアドレス、住所、ポイント、メモ、メルマガ、更新
日。
※機能：メルマガ希望者のみメール配信、ポイント増減、検索、ソート（各項目並び替え）、
ＣＳＶダウンロード、メールアドレス自動入力、メルマガ申込等顧客に入力させる顧客専用入
力画面(メールアドレスと電話番号による認証方式で、顧客専用入力画面に誘導します。)
(顧客管理データベースのメルマガ送信・メール送信は、メーラーを使用しております。)
※予約受付画面で「メールアドレス」を必須入力にしたい場合は、お申し込みフォームで承り
ます。
※オプションの一斉メール配信＆携帯クーポンを御契約されると、空メール受信後での自動登
録(自動応答機能)で、個人情報登録を了承したユーザーに個人情報を入力させる事が可能です。
10.検索機能(予約管理者画面では、日付、名前、電話番号、内容、状況、時間コース選択版は
会員番号、の項目別検索が可能です。)
11.管理画面でのシステム設定機能 (営業時間、受付間隔「分」、定員数、休み時間、定休日、
携帯対応案内文の設定)...これ以外の設定は、申込フォームにて受付します。)
※定休日は、週休１〜６日迄対応しております。「設定」の定休日のグループに御希望のパ
ターンが無い場合は、無料で予約システムをカスタマイズします。
12.登録順表示 (予約受付内容を受付状況付メールで返信する場合に、「状況」が「申込」に
なっているデータを登録順に並べて「受付」フラグに修正する事ができます。「受付」に修正
しますと、
予約申込者に自動でメール文を送信します。)...自動満員管理をする予約自動受付
システムですので、この作業は任意で行って下さい。
13.管理者画面でのキャンセル連続時間処理機能 (「時間コース選択方式」では、予約キャン
セル時にデータ削除を連続に行う事により、連続時間処理に対応しています。
※「時間コース選択方式」管理者画面でのキャンセルは、データ削除後、キャンセル処理の
案内メールを、予約の申込者と受付担当者双方に送信する予約システムです。
※「時間コース選択方式」以外の管理画面では、予約データ削除のみでメール連絡しませ
ん。)
14.状況変更機能 (申込・受理・終了・休日に変更すると、予約申込者にメール連絡を自動で
行います。)
※「終了」を登録した時間は満員と同様に予約をお断りします。...システム管理者側で強
制的に満員にする場合)
※「状況」を「休日」で登録しますと、予約受付画面のカレンダーの「休日」が赤文字表示
されます。
15.明日はお待ちしておりますメール

(管理者にはログ送信。自動送信ボタン付。)

16. ３年分の予約データ処理が出来ます。
式」でダウンロード可能です)

(去年・今年・来年のデータを

Excel「CSV 形

※過去のデータ修正時にメールアドレス欄を空欄にすると、予約申込者にメールを自動連絡
しません)
17.日付チェック機能

(暦に存在しない日付の選択をチェックするシステムです。閏年対応)

18.同姓同名同日時のチェック機能
す」を表示)

(予約重複登録防止システム。メッセージ「既に登録済で

19.長文コメント対応 (内容欄に長文メッセージを入力しますと、予約申込者にメール連絡し
ます。)
※申込者の内容入力時も、長文メッセージが入力可能な予約システムです。
20.表形式のカレンダー機能 (表形式ですので、内容確認が簡単。※管理者画面では、個人情
報等を表示しますが、申込者画面がステルスモード以外のカレンダー表示(標準)版では、表示
しません。
予約申込者画面が標準の表形式カレンダー対応版のシステムは、混み具合を公開したい場合に
選択して下さい。)
21.携帯スマホ管理画面 (インターネット接続したパソコンがなくても、Web に繋がる携帯スマ
ートホンさえあれば、スケジュールの内容確認や予約キャンセル・指定時刻終了・臨時休業等
のスタッフ業務が何処でも出来ます。)
22.ダブルブッキング防止機能 「複数スタッフ受付対応.時間コース選択方式」の予約システ
ムでは、スタッフのダブルブッキンクを防止する機能がございます。これにより、様々な業務
に利用できます。この「スタッフ」項目を「医師／講師／担当者／車両」等に変更御希望の際
は、申込して下さい。
※美容室予約対応版は、「複数スタッフ受付管理」に対応した「時間コース選択方式」のシステ
ムです。「スタッフ」を「医師」に変更すると病院(複数医師)、「講師」に変更すると教室
(講師１人 1 対 生徒１人授業)に対応できます。又、教室(講師複数対生徒複数)は、「時間コ
ース選択方式」のカスタマイズで対応します。
※「複数スタッフ別満員管理対応版、希望スタッフ１人に対して客 1 名〜客複数名を受付するシ
ステム」は、スタッフ別スケジュールを、管理画面の「予約状況を見る」ボタンで確認できま
す。
(1)スタッフ別スケジュールに対応したこのシステムは、スタッフ単位に満員人数を設定可能
です。スケジュールを完全にする為、スタッフ選択を必須とする仕様となります。
(2)スタッフ単位に休み登録可能。状況「Staff 休」で登録すると、指定日時にそのスタッフ
の予約受付を休止します。
(3)スタッフ選択する事により、全体の座席数（同時刻受付人数)まで受付可能です。
(4)受付スタート人数を１人〜２人で 30 分ずつずらしながら来店させる設定が可能。
※「複数スタッフ対応版、希望スタッフ１人に対して客 1 名を(１対１)受付するシステム」は、

希望スタッフを「希望しない」事も可能です。この「時間コース選択方式(スタッフ１名対客
1 名)」のスタッフ別にスケジュール管理できます。例えば、スタッフＡさんが休みたい日時に
「名前：−」でダミー登録する事により、スタッフＡさんの予約受付を好きな日時に停止出来
ます。
方法：「管理用システム」→「時間コースで登録」→「日付と時間範囲とスタッフを指定」→
「名前：−」で登録します。 スタッフ別の予約状況表が必要な場合は、「管理用システム」
→「使用説明」最終行の「ダウンロード」をクリックし、エクセル(Excel)の「フィルタ」機
能で表示編集できます。

※スタッフが自分の勤務時間を、携帯やパソコンで確認したり、キャンセル登録、指定時間終了
等が出来ます。
※スタッフ名やメニュー「60 分カット＆シャンプー」「1h30 分カット＆ヘアエステ」「2h00 分
パーマ＆ヘアカラー」等の時間コースのシステムは、メニューを自由に追加編集可能です。
※準備時間がある場合は、準備時間を含めて例「1h30 分準備含(一般６０分コース)」として登
録できます。準備時間を非表示にする事も可能です。※要カスタマイズ
例.↓下記の様に登録すると、準備時間を非表示↓
1h30 分準備含(一般６０分コース) → (一般６０分コース)
1h30 分準備含(一般コース) → (一般コース)
※受付画面にはイメージダウンとなる為、他社広告等を一切表示しません。確認出来ない他社広
告が常時入れ替わる店舗のリンク先で顧客が損害を受ける可能性があるだけでなく、無料ブロ
グの様に不特定の広告が表示される様では店の信用を損ないますので、他社広告等を一切表示
しません。

Ｑ：自分(自社)のホームページがあるのですが、どうすればいいの？
Ａ：予約受付(携帯対応)の URL をお知らせしますので、お持ちのホームページに「ご予約はこち
ら」のリンクを貼ってください。

Ｑ：同時刻の満員の管理はどうなっているの？
Ａ：このシステムは、他のメールフォームの予約とは違い、時間別に満員を自動管理
します。これにより、受付担当者の煩わしい満員受付時のお断り業務は不要となります。
※インターネットでの予約は、殆ど夜間に集中します。これは、日中電話を掛けられない人が、
夜間に携帯やＰＣを使ってインターネット予約をする事を意味してます。
このシステムは、夜間受付時に自動満員管理をする事で完全無人化し、確実に受付を行う
事により、取りこぼしをなくす事を目的をしております。

■自動満員管理の概要■
予め、管理者用「設定」画面で、同時刻に受付可能な「受付の定員数」を入力します。
例えば、３人としますと「３」を入力して下さい。この状態で、予約日 10 月 09 日を選択し
８時に３件予約が入ったとします。４番目の人には「10 月 09 日 08:00 の時間は 満員です」
との満員案内がＰＣ携帯双方で表示されます。また、ＰＣ携帯双方の「時間順表示」で
混み具合や「満員案内」が確認できます。
※確認方法
携帯やパソコンの受付画面又は管理画面で「月」を選択し、「時間順表示」で「日」を
選択しますと、時間順に以下の様に表示されます。
---- 表示画面 ---10 月 09 日 08 時 00 分
1 人目申込 登録 No.63
10 月 09 日 08 時 00 分
2 人目申込 登録 No.64
10 月 09 日 08 時 00 分
3 人目申込 登録 No.65
■08：00 は満員です■
--------------------

←(赤色で表示します)

この満員案内を無視して予約しようとしても、「10 月 09 日 08:00 の時間は 満員です」の
メッセージが表示され、申し込みはできなくなります。
デフォルトで案内文には、「ご予約は「送信」した段階で予約完了します。」との
メッセージが入っておりますので、インターネット利用率の高い「深夜受付」が自動で
行われる事になります。
※受付画面の「選択内容」(曜日含)で、満員人数に制限をかけたい場合は、御相談下さい。
※宿泊予約管理システムは、時間管理では無く「部屋管理」として機能します。

Ｑ：管理者の画面で、時間順に一覧表示するにはどうすればいいの？
Ａ：管理者の画面で、「予約状況表示」ボタン又は、上行の「1 月〜12 月」を選択して下さい。
「時間順表示はこちら...日付を選択して下さい」と表示されますので、
日付を指定して、 [時間順に表示する]をクリックして下さい。
時間順に以下の様に、表形式で御覧いただけます。
-------------------------------------------------------12：00....1 人目(残 4) 名前 状況 電話番号 会員番号 内容
12：00....2 人目(残 3) 名前 状況 電話番号 会員番号 内容

13：00....1 人目(残 4) 名前 状況 電話番号 会員番号 内容
13：00....2 人目(残 3) 名前 状況 電話番号 会員番号 内容
-------------------------------------------------------何人目の表示は、同時刻の満員が 10 人迄なら●マークでグラフ表示されます。

Ｑ：スタッフ別に曜日シフトがあるのですが、スタッフ別に受付時間を自動変更できますか？
Ａ：「時間コース選択方式」で、スタッフ別に(毎週又は毎日)固定受付時間にする場合は、
システムをカスタマイズします。御相談下さい。
例、1 番グループは、木金土に早番 9:00〜12:00 のみで受付します。
1.田中
1.伊藤
2.鈴木

Ｑ：「選択内容」によって受付時間を変化させたいのですが。
Ａ：「時間コース選択方式」なら「選択内容のキーワード」で、受付時間を変化させる事が出来
ます。システムのカスタマイズを御相談下さい。
例、木金土に「キーワード」を含む内容が選択された場合は、9:00〜19:00 に受付する。
※受付画面の「選択内容」(曜日含)で、満員人数に制限をかけたい場合は、御相談下さい。

Ｑ：同姓同名の人が、同じ日時で予約するどうなりますか？その際に、自動満員管理はどうなり
ますか？
Ａ：同じ日時で同姓同名の人が既に予約してある場合、「既に御予約済です」の案内文が表示さ
れ、予約出来ません。例えば、管理者用「設定」画面で、同時刻に受付可能な「予約受付の
定員数」を５名に設定します。同姓同名の人が、同じ日時で予約をし忘れたと思い、予約を
５回繰り返されてしまいますと、データチェックをしなければ、一人で満員にされてしまい
ます。人間が受付時に、同日同時刻中の名前を確認する様に、自動データ検索システムで
チェックしておりますので、ご安心下さい。
※ID.Password で受付する方法がありますが、サイト毎に ID.Password を覚えなければ予約でき
ないとすると、それだけで多くのユーザーを逃してしまいます。
例えば、人間が受付する場合、姓名で確認します。ID.Password では受付しません。運営
者は、ID.Password が分からなくなった顧客を如何に受付するか考える必要があります。人間
に合わせたシステムこそ、ユーザーの理想なのです。
※共通パスワードによって、予約受付に制限をかける事も可能です。会員制等、閉鎖的な予約
受付や悪戯防止には、下記「お問い合わせの内容＆依頼内容」に「パスワードブロック希望
・あなたの希望する予約会員共通パスワード(半角文字)＝abcd 」と入力して下さい。

Ｑ：申込者が予約取消(キャンセル)する事は出来ますか？
Ａ：このシステムは、申込者が、携帯対応の受付画面「取消＆確認」ボタンをクリックし、名前を
入力しますと本日分も含めた新しいデータが一覧表示されますので、簡単便利なシステムです。
例.「キャンセル受付日」を１日前で締め切る様に設定します。予約申込画面の
「取り消し＆確認」ボタンを押しますと、「１日前までキャンセル可能です」と表示します。
名前を入力して検索した場合、「確認」は、本日分も確認できなければいけませんので、
本日分も表示されますが、「キャンセルＮｏ.選択」は１日前までしか選択出来ません。
一覧の中からキャンセルしたい行の登録 No.を選択し、電話番号を入力後、送信ボタンを押し
ますと、受付担当者にキャンセル内容がメール送信され、キャンセルが完了します。
※キャンセルでデータ削除されます。受付担当者への自動メール送信のデータが控えとなります。
※当システムは、ＩＤ.パスワードで受付しません。ＩＤ.パスワードが分からなくなるユーザー
が余りにも多いのが現状であり、この事は受付に支障があります。その代わり、
電話で受付するのと同じ要領で、姓名と電話番号により確認し、自動キャンセル致します。
※「キャンセル受付日」の設定変更をご希望の際は、お申し出下さい。
例.キャンセルを前日で締め切る場合は、キャンセル締切１日前に設定可能です。
※取消(キャンセル)した場合は、自動満員管理機能により、受付スペースが増加します。

Ｑ：入金された場合のみ自動で予約受付させたいのですが。
Ａ：入金状況連動型 会員制予約システム premium3000 を御利用下さい。
a.予約受付画面で「新規入会」ボタンを押してメールアドレスを入力しますと、自動返信メ
ールから入会申込画面に誘導します。
b.入会申込画面で登録しますと、管理者には、会員登録情報付で新規入会お知らせメールが
来ます。
※電話等による入会受付は、管理者用画面から入会登録可能。
管理者用画面ではメールアドレスを空白で登録できます。メールアドレスが空白の場合、
予約の際の文法上正確なアドレスを自動学習します。
c.会員データベースの「メモ」欄の「新規申込」を検索し、「メールを一括送信する」ボタ
ンを押しますと、お支払い案内メール等をメーラーで随時送信出来ます。
d.入金時に、金額相当分の入金時間数「Count(残数)」を管理者が登録する事で、予約受付時
に消化(自動減算)します。
e.キャンセル時には、キャンセル分の入金時間数(残数)を自動で戻します※自動加算機能。
※申込者に入会登録させるモードを装備。※入会登録専用ＰＧの初期値=前払(変更可)

※会員管理では、新規入会者や入金時間数(残数)等を対象とした検索で、随時メール送信可
能。
※入金管理を使用しない場合は、入会登録の初期値を「後払」に設定する事により、
「Count」を個別の予約回数項目として利用できます。個別に「後払受付する/しない」を
後払受付するに設定すると、入金時間数(残数)が不足でも予約受付可能。
※売上集計機能(スタッフ単位対応)。「時間集計」「金額計算」機能で「売上集計」や「ス
タッフ単位売上計算」が可能。
※複数スタッフ別満員管理対応。スタッフ管理機能の「ＯＮ(起動)／ＯＦＦ(停止)」ができ
ます。ＯＮ(起動)にすると、「スタッフ別スケジュール表示」「Staff 休(スタッフ別休
み)」「スタッフ単位売上計算」ができます。
スタッフ単位に満員管理しますので、スタッフ別に同時刻対応人数(0〜9)を設定可能。
スタッフ管理機能を停止させると、スタッフ項目が非表示となります。
※予約データから個人情報を自動取込する場合は、ＡＳＰサービスメニューの「顧客管理デ
ータベース」で可能です。

Ｑ：予約取消(キャンセル)が多くて困っています。何か良い方法は無いですか？
Ａ：キャンセルの「送信ボタン」の名称を、例「キャンセル料１００円支払う」に変更しますと、
予約のキャンセルが激減します。
他に、キャンセル受付可能日を１日前に設定し、当日キャンセルを受付しない方法がございま
す。

Ｑ：予約受付は、どんな仕組みですか？
Ａ：予約受付は、予約を送信した段階で、ＰＣ携帯双方の画面に「御予約を送信しました」との
メッセージが表示されます。この段階「申込フラグ」で、受付は完了しております。
※自動返信メールシステム。
正しいメールアドレスを入力した場合は、自動返信メールが申込者に届きます。
※メールアドレスを入力出来ない申込者にも対応したシステムです。
予約の確認は、お客様のメールアドレスの入力間違いによる、お客様へのメール返信の失敗を
想定すると、画面表示「御予約を送信しました」により完了させる方法が確実と言えます。
申込者は、携帯対応の受付画面「取消＆確認」ボタンをクリックし、名前を入力する事に
より、日時を含めた状況確認が出来ますので、メールアドレスを持たないユーザーに対しても
、受付業務が自動化(予約→確認＆取消)できます。この機能により、メールに依存したシステ
ムの脆弱性「携帯の電波障害等でメールが届かない為、受付連絡が出来ない。迷惑メール設定
の解除方法やドメイン受信方法が分からないのでメール受信が出来ない等」を克服する事が
出来ます。
※受付担当者側で、伝言メッセージを送りたい場合には、「内容・ご要望」の欄に伝言を入力し

て「登録」をクリックして下さい。「内容・ご要望」の欄は、長い文章に対応しております。
メールアドレスが正しければ、伝言メッセージがメール送信されます。
更に、一覧表の「名前」をクリックする事によるメーラー起動により、伝言文を送信する事も
可能なシステムです。
※受付担当者が管理画面から受付「状況を受理に修正」するのは、担当者側で内容確認し
既に受付対応済である場合等、受付担当者側で業務整理したい場合に使用して下さい。
例えば、電話受付した場合にのみ「状況を受理」として登録する方法もございます。
受付は、日時人数の受付制限による自動受付ですので、「申込フラグ」を「受付」にする
作業については、御社のスタイルに合わせてお使い頂ければ良いと思います。
※尚、電話等で予約を受けた際は、管理画面から登録して下さい。

Ｑ：予約受付日を前日に締め切りたいのですが。また３０日先までの受付にしたいのですが。
Ａ：初期値(デフォルト)で受付締切日は当日となっておりますが、変更する場合は受付締切日を
管理システムの「設定」画面に入力して下さい。
例.受付を１日前で締め切ります(当日受付が間に合わない場合に有効です)。
例.受付日：１日後〜３０日後までの間を受付可能。本日や３０日以上先の受付は出来ません

Ｑ：予約の内容に「30 分と 60 分のコース」があるのですが、設定した受付間隔は 30 分単位で、
60 分を予約する際に、申込者は 30 分を２回登録しないといけないのですか？
Ａ：「(30 分/60 分/90 分/120 分)時間コース選択方式」に対応させた経過時間対応版がございます。
管理画面で設定した受付間隔は 30 分単位で、内容「60 分」で始まるコース名「例.(1)60 分Ａ
コース」や「例.(2)60 分スペシャルコース」等を選択すると、30 分を 2 回連続自動登録しま
す(受付間隔は 30 分単位)。尚、受付担当者への受付メールは「60 分コース」として送信され
ます。
※「時間コース選択方式」のシステムは、60 分,30 分,15 分,10 分単位受付の何れかを選択して
下さい。
30 分単位は、(30 分/60 分/1h30 分/2h00 分/2h30 分/3h00 分/3h30 分〜12h)の時間コースとな
ります。
15 分単位は、(15 分/30 分/45 分/60 分/1h15 分/1h30 分/1h45 分/2h00 分...)の時間コースと
なります。
※「時間コース選択方式」は、申込者が選択した「日付」と「時間コース選択」によってコース
に必要な空き時間を算出し、次画面で「空き時間のみの選択」に移行する仕様となっておりま
すので、申込者にとって操作が簡単です。
※空き時間表示のドロップダウン行数をに制限をかけて、間隔を狭め空白時間を減らす

事により、人件費節減効果を期待できる「空き時間表示行数制限機能」もございます。(要申
込)
※「時間コース選択方式」のシステムでは、予約やキャンセルを実行すると、自動連続時間処
理されます。
(注).管理システムの「設定」の受付間隔は、「続き」データの間隔が変わる為、30 分単位の
方は「30」分、15 分単位の方は「15」分のまま変更出来ません。
変更の際は、データ互換性が無い為データ破棄する場合がございます。

Ｑ：項目名を変更したいのですが
Ａ：管理者用画面で「月」をクリックした際の右側２列の項目名「電話番号」と「内容・ご要望」
を変更できます。
例：病院管理の右端の内容項目「患者番号」を「診察番号」に変更依頼します。

Ｑ：予約受付画面の項目を追加したいのですが
Ａ：受付用の申込画面で、現在のシステムの項目を追加する場合は、お申込み下さい。仕様は、管
理画面の項目「内容」を、受付画面で追加した各項目「例.メモ 1〜3」に分割し入力を促す形
となります。

Ｑ：予約受付画面で「メールアドレス」を必須入力にしたいのですが
Ａ：御希望の際は、お問い合わせ下さい。

Ｑ：「ＡＳＰサービスメニュー」の「管理者用システムのパスワード入力画面」」や「予約会員
データベース(メール配信＆個人情報管理用)のパスワード入力画面」から画面が変わりません。
Ａ：パスワード入力画面下に「CookieON」の赤色文字が表示されております。ブラウザのクッキー
を使用可能にして再度入力して下さい。お使いのブラウザの「設定」→「セキュリティ」が
「規定のレベル」であれば「CookieON」となり、プラットホーム・端末に関係無く動作します。
尚、予約会員データベース(メール配信＆個人情報管理用)に「ＡＳＰサービスメニュー」からア
クセスせずに、お気に入り等からＵＲＬを直接呼び出した場合、以下のセキュリティエラーを
表示します。
正常ログイン後の「ＡＳＰサービスメニュー」からアクセスして下さい。
※管理者システム画面からは、「終了」ボタンを押して「ＡＳＰサービスメニュー」に戻ってア
クセスして下さい。「ＡＳＰサービスメニュー」以外では、使用出来ません。

ブラウザのクッキーを使用可能にしても、予約会員データベースにログイン出来ない場合は、お
使いの「ブラウザ(インタネットエクスプローラ等)」の設定に問題があります。ＵＲＬ閲覧履
歴を残さない状態に設定変更された場合は、動作しません。
※修正方法：ＩＥ(インタネットエクスプローラ)の場合。
「ツール」→「インターネットオプション」→「セキュリティ」→
①全体の環境を変更する場合は「ゾーン」→「インターネット」「規定のレベル」をクリック。
②高セキュリティを保つ場合は「ゾーン」→「信頼済サイト」に 予約受付の URL を登録して、
「このゾーンのサイトにはすべてサーバー(http:)の確認を必要とする」にチェックし「Ｏ
Ｋ」をクリックします。

Ｑ：画像のバナーを添付させていただきましたが、画像の変更がなされていないようです。
Ａ：お使いの端末のブラウザは、インターネットの最新画像を読み込み停止した設定でお使いの様
です。 その結果として、お使いのブラウザは、お使いの端末に保存された(キャッシュされた
一時ファイル) 画像を表示しております。
以下は、ブラウザの操作についての説明です。
該当する画像の画面を表示させた状態で、「再読み込み」・「エクスプローラの場合はＦ５キ
ィ」を押すと、お使いのブラウザは最新の画像を読み込みます。
※詳しいブラウザの操作方法は、ブラウザの提供元に御確認下さい。

Ｑ：予約受付画面に「検索」があるのですが、どのような目的の時に使うのでしょうか？
Ａ：ステルスモード以外の標準版検索機能は、申込者が予約した日時が分からなくなって確認し
たい場合、管理者にメールや 電話が掛かってきます。当システムは、無人受付を特徴としてお
ります。この検索機能は、申込者が、自分の名前で予約履歴を確認する為に、管理者の要望
により追加されたものです。
本人が過去の履歴を含めた情報を確認出来るシステムなので、申込時期を決める事が出来ます。
※履歴では無く、本日を含めた新しい予約状況確認であれば、受付画面「取消＆確認」ボタン
により可能です(携帯対応)。
申込者は、携帯対応の受付画面「取消＆確認」ボタンをクリックし、名前を入力しますと
本日分も含めた新しいデータが一覧表示されます。
例.「キャンセル受付日」を１日前で締め切る様に設定します。予約申込画面の
「取り消し＆確認」ボタンを押しますと、「１日前までキャンセル可能です」と表示します。
名前を入力して検索した場合、「確認」は、本日分も確認できなければいけませんので、
本日分も表示されますが、「キャンセルＮｏ.選択」は１日前までしか選択出来ません。

一覧の中からキャンセルしたい行の登録 No.を選択し、電話番号を入力後、送信ボタンを押し
ますと、受付担当者にキャンセル内容がメール送信され、キャンセルが完了します。
※キャンセルでデータ削除されます。受付担当者への自動メール送信のデータが控えとなります。
※「時間コース選択方式」のステルスモードのシステムには、時間別詳細表示機能がございます。

Ｑ：定休日以外の「祭日休業」や「臨時休業」の登録は、どうするの？
Ａ：定休日以外の「祭日」や「臨時休業」の登録方法は、「管理者用画面」で「初期登録」を押し
て下さい。「日付選択」で指定日を選択し、「時間」選択します。
※休日は 1 日ですので、選択時間は関係ありません。短く登録して大丈夫です。
「状況」を申込から「休日」に変更後、「名前」は ハイフン - 等、「電話番号」は 0 以上の
数字 1 等を入力し、「登録」して下さい。
※定休日(毎週固定の曜日)以外の「祭日休業」「臨時休業」「毎月第●曜日の休日」等の
「休日」は、管理画面の「初期登録」で項目「状況」を「休日」として個別登録して下さい。
※「状況」を「休日」で登録しますと、受付画面のカレンダーの「休日」が赤文字表示されます。
※定休日は、週休１〜６日迄対応しております。「設定」の定休日のグループに御希望のパター
ンが無い場合は、無料でシステムをカスタマイズします。

Ｑ：祭日専用の営業時間があります。どうするの？
Ａ：祭日管理機能追加カスタマイズする場合と、カスタマイズしないでそのまま利用する方法がご
ざいます。
祭日管理機能(祭日専用の営業時間)追加カスタマイズしないで、祭日のみの営業時間を変更(指
定時刻に予約受付拒否)する場合は、「管理画面」→「初期登録」→「祭日の日付と時間範囲
を指定」→「名前：−」→「状況：終了」登録で、祭日専用の時間範囲の予約を、受付拒否出
来ます。
祭日管理機能(祭日専用の営業時間)追加カスタマイズ(有料)は、申込フォームで申し込み下さい。
※カスタマイズにより、「状況：祭日」を手動登録する事で、祭日専用の営業時間を管理できま
す。
※祭日専用の営業時間は固定です。
※祭日管理機能追加カスタマイズ後の操作方法について。
祭日営業の登録方法は、「管理者用画面」で「初期登録」を押して下さい。
「日付選択」で指定日を選択し、「時間」選択します。

※祭日は 1 日ですので、選択時間は関係ありません。短く登録して大丈夫です。
「状況」を申込から「祭日」に変更後、「名前」は ハイフン - 等、「電話番号」は 0 以上の
数字 1 等を入力し、「登録」して下さい。

Ｑ：定休日に予約受付したい場合は、どうするの？
Ａ：定休日は、完全休業の際に「管理画面」の「設定」にて設定してください。
定休日を営業する際は、定休日として定義しません。「休日」扱いとなります。
「管理画面」の「設定」で「定休日」を「無し」に設定し、個別に「休日」を「初期登録」して
下さい。※休日は 1 日ですので、選択時間は関係ありません。短く登録して大丈夫です。
※定休日(毎週固定の曜日)以外の「祭日休業」「臨時休業」「毎月第●曜日の休日」等の
「休日」は、管理画面の「初期登録」で項目「状況」を「休日」として個別登録して下さい。
※「状況」を「休日」で登録しますと、受付画面のカレンダーの「休日」が赤文字表示されます。
※定休日は、週休１〜６日迄対応しております。「設定」の定休日のグループに御希望のパター
ンが無い場合は、無料でシステムをカスタマイズします。

Ｑ：曜日別に受付時間が違う場合は、どうするの？
Ａ：曜日別営業時間は、管理者用システムの「設定」で編集可能です。
毎週指定曜日の時間(固定時間)で受付する場合は、システムをカスタマイズします。
管理者用画面」の「設定」をクリックし、曜日別営業時間を入力します。「受付画面等に表示
する案内文」に各曜日の営業時間を入力し、登録します。随時受付拒否したい場合は、その時
間を「終了」登録します。
飛び飛びの受付時間を随時変更する必要がある場合は、様々な業種に活用できる
No.18← 時間割予約用(曜日・時間・人数付の内容選択に対応) 「内容選択方式」をお勧めし
ます。
※受付を３５進数 1byte で時限(1〜9 a〜z)管理することにより、１〜３５種類の予約が１画
面で登録可能。
※自由な文字のメニュー登録(時間無しでもＯＫ)に対応しておりますので、教室に限らず様々
な業種に活用できます。
※１日に３５種類の予約が可能です。
※メニュー単位の人数制限機能付。(メニューの終わりに半角アスタリスク * に続けて、人数
(半角数字)の登録で制御可能)
例、(満員人数を５に設定し、指定のメニュー１時限を３人に制限する場合)→
１(一般コース)*3
※メニューに「曜日 or 平日」のキーワードがある場合、登録制御します。

Ｑ：日によってスタッフが帰宅して受付できる予約数が 1 になります。※時間コース選択方式
「13 時から 1 名」＝13 時〜20 時の 1 名分の枠を予約できない状態にしたいのですが。
Ａ：日によって変化するとなると、規則性がございませんので、システムのカスタマイズには不向
きで
す。随時登録する必要がございます。
ＰＣ管理画面または携帯管理画面より、必要時間 13 時〜20 時の場合、
*****************
時間コース＝ 7h (７時間)
名前 = 1
電話番号 = 1
*****************
をダミー登録して下さい。

Ｑ：予約を受付したくない日時に「空き」表示されます。 ※時間コース選択方式
Ａ：受付したくない指定日時に受付停止する場合は、「ＰＣ管理画面」又は「携帯管理画面」で
受付停止(開始時間)〜受付停止(終了時間)に対応した状況を「終了」登録して下さい。
これにより、その時間帯を表示しなくなります。
また、日時によって、人数制限を変更したい場合は、
*****************
時間コース＝ (開始時間)〜(終了時間)
名前 = 1
電話番号 = 1
*****************
をダミー登録して下さい。
※「時間コース選択方式」システムの対応について。
指定時間のみ受付する場合は、「時間コース選択方式」の予約システムをカスタマイズしま
すが、随時、営業時間を変更(指定時刻に予約受付拒否)したい場合は、
「管理画面」→「初期登録」→「日付と時間範囲を指定」→「名前：−」→
「状況：終了」登録で可能です。
(日を選択後、次画面で曜日に対応した受付時間を選択表示する事が可能です。)
スタッフ別に(毎週又は毎日)固定受付時間にする場合は、御相談下さい。※シフト対応
「選択内容のキーワード」で、受付時間を変化させる場合は、御相談下さい。
受付画面を「開始時間のみの表示」にする場合は、御相談下さい。
予約受付画面で選択メニューの時間を非表示にする場合は、御相談下さい。例↓
1h30 分(一般コース)→ (一般コース)
受付画面のメニュー内容(曜日含)で満員人数に制限をかけたい場合は、御相談下さい。

Ｑ：短時間で、度々キャンセルと新しい申込があります。
当日の「時間順詳細データ」が表示された状態で、最新の更新画面が見れますか？
Ａ：ＰＣ版管理システムでは、「管理者用システム」の「予約状況を見る」ボタンを押して下さい。
「時間順表示」又は「開始時間のみ表示」の何れも、当日の「時間順詳細データ」が表示さ
れた状態で、予約状況画面の「戻る」ボタン右隣の「更新する(再読込)」ボタンを押して下
さい。ワンクリックする度に、最新情報が更新表示されます。
携帯版管理システムでは、「管理画面」の(時間順表示)日付詳細を表示状態にして、携帯の
「更新」ボタンを押す度に最新情報を表示できます。
「更新する(再読込)」ボタンはエクスプローラ「IE」、「firefox」等、主要なブラウザに
対応しております。
尚、「更新する(再読込)」クリック時の「再送信しますか？」の際の「ENTER」キィは、ネッ
トショップ等で、二重注文を避ける為に設けられたブラウザの仕様ですので、弊社のシステム
の仕様ではありません。
※旧バージョン(「firefox」未対応)をお使いのユーザーで、「firefox」対応を御希望の際は、
受付しております。
※「Chrome」の「更新する(再読込)」ボタンは、Frame 内でのみの更新機能として動作しませ
ん。

Ｑ：いたずら予約については、どうすれば良いでしょう？
Ａ：申込の際に、電話番号の入力で、半角数字のみ受付する仕様にしております。これにより、
掲示板・システム荒らしをする悪戯ロボット書込みを制限できます。
更に、教室の時限管理では、時限入力の際に半角数字のみ受付する仕様となります。
※これまでの傾向で、パスワードブロックをかけますと、申込者の中には難しく感じ予約が減る
事がございます。低いハードルも無い方が利便性が向上しますが、セキュリティと利便性は相
反するものですから、バランスを取る必要があるようです。悪戯予約は、悪戯電話で口頭予約
でもする事は可能ですが、実際のところご心配される程では無いと思います。
悪戯が多発した段階で、下記、共通パスワードのブロックを検討を、お勧めします。
※共通パスワードによって、予約受付に制限をかけるシステムにする事も可能です。会員制等、
閉鎖的な予約受付や悪戯防止には、「お問い合わせの内容＆依頼内容」に「パスワードブロッ
ク希望・あなたの希望する予約会員共通パスワード(半角文字)＝abcd 」と入力して下さい。
※入金状況連動対応型 会員制予約システム premium3000 を使用する方法がございます。
入金管理を使用しない場合は、入会登録の初期値を「後払」に設定する事により、会員管理の
「Count」を個別の予約回数項目として利用できます。
会員のみが予約できるシステムです。

Ｑ：予約受付時間の間隔を変更することは可能なのでしょうか？
Ａ：「開始時間でのみ受付」するシステムは、管理者側でフレキシブルに５分単位に受付変更可能
です。
一方「時間コース選択方式」は、時間コース別の連続時間を、受付時間単位で「続き」行を追加
しております。例えば.「３０分単位」に受付する場合、６０分時間コースは、「続き」１行
を自動追加し、３０分２行のデータで６０分を管理します。
この続きデータが固定の為、管理システムの「設定」の受付間隔を、３０分単位の方は「３０」
分、１５分単位の方は「１５」分のまま固定にし、変更出来ない様にしております。
例えば、受付時間単位を「３０分単位」→「１５分単位」に変更した場合、既存データ xx 分コ
ースの「続き」行を３０分コースとしては処理しなくなり不具合が生じます。３０分間隔のデ
ータは「続き」データが３０分間隔ですので、データ互換性がございません。システムも別物
です。
変更の際は、システムを変更し、データ互換性が無い為データ破棄する必要がございます。この
事を御了承の上、申込フォームにて、「ｘｘ分単位にシステムの変更希望」と、お申込み下さ
い。
***** 「時間コース選択方式」分単位の受付時間 *****
３０分単位の受付は、毎時００分、３０分の受付。
１５分単位の受付は、毎時００分、１５分、３０分、４５分の受付。
１０分単位の受付は、毎時００分、１０分、２０分、３０分、４０分、５０分の受付。
※時間コースの「続き」データ行は、受付単位の倍数で計算されます。
※受付時間カスタマイズについて。
指定時間のみ受付したい
(例.30 分単位の受付を毎時 00 分のみ受付)
(例.15 分単位の受付を毎時 00 分、30 分のみ受付)
(例.10 分単位の受付を毎時 00 分、30 分のみ受付)
場合は、「時間コース選択方式」をカスタマイズします。
*************************************************
※既に今のシステムで何らかのカスタマイズをしていた場合で、同様のカスタマイズ
を新しいシステムに継承する場合は、カスタマイズ作業料金が別途必要となります。

Ｑ：複数の店舗・施設・教室・病院・部屋(宿泊以外)で、受付したい時はどうなるの？
Ａ：予約管理システムは、個別の店.施設.教室.病院.部屋を時間単位に指定人数を受付し、自動管
理します。

複数の店.施設.教室.病院.部屋がある場合は、その数のシステムを起動し、それぞれに運用させ
る必要があります。受付画面のＴＯＰにシステム選択機能が追加されます。
管理者用メニューのＴＯＰにもシステム選択機能が追加されますので、複数のシステムの中から
個別のシステムを選択管理する事となります。
尚、システムの名称は、管理者が編集出来ます。
※他にレストラン予約管理システムのテーブル種別単位の満員管理機能を改造して、１データベ
ースで運営を賄う方法がございます。

Ｑ：予約内容の項目が固定なので、項目「内容・ご要望」を選択方式にしたいのですが
Ａ：受付用の申込画面で、項目「内容・ご要望」を固定内容から選択する(内容ドロップダウン選
択)方式をご希望の方は、申込フォーム「■選択メニューの設定」にて下記の様に１つずつ箇
条書きしてください。
固定選択内容１
固定選択内容２
固定選択内容３
※選択方式のシステムは、内容文を入力させる項目が無くなる為、項目「メモ」を追加する必要
があります。
※内容の固定は、時間選択と同様のドロップダウン選択ですので、行数制限がございません。
※携帯の場合、ドロップダウン選択は一覧表示となりますので、ベストな選択方法と言えます。
※管理者側は、受付の状況フラグ変更時に、管理者のコメント入力文をメール送信させる事があ
る為、テキストボックス方式になっております。
※内容検索は、管理者用画面「検索機能」のキーワード検索により行って下さい。

Ｑ：受付時間が飛び飛びなので、管理者用
Ａ：

設定画面で、設定できません。

①②③、何れかの方法で対処します。

①受付時間全体を含めた時間を設定して下さい。飛び飛びの時間を「ご案内」文に入力して下さ
い。これにより、御案内表示された飛び飛び時間を申込者に選択して頂きます。
②所定の飛び飛び時間のみの選択表示を御希望の場合「受付画面の選択時間が、管理者「設定」
画面で対応出来ない場合」は、システムをカスタマイズします。受付時間が毎日固定で宜しけ
れば、申込フォーム「お問い合わせの内容＆依頼内容」に受付時間を１つずつ箇条書きしてく
ださい。
※ＰＧソースに受付時間を書き込みますので、以降、この改造したシステムでは、管理者用設定
画面での時間変更は無効となります。

③飛び飛びの受付時間を随時変更する必要がある場合は、様々な業種に活用できる
No.18← 時間割予約用(曜日・時間・人数付の内容選択に対応) 「内容選択方式」をお勧めしま
す。
※受付を３５進数 1byte で時限(1〜9 a〜z)管理することにより、１〜３５種類の予約が１画面
で登録可能。
※自由な文字のメニュー登録(時間無しでもＯＫ)に対応しておりますので、教室に限らず様々な
業種に活用できます。
※１日に３５種類の予約が可能です。
※メニュー単位の人数制限機能付。(メニューの終わりに半角アスタリスク * に続けて、人数
(半角数字)の登録で制御可能)
例、(満員人数を５に設定し、指定のメニュー１時限を３人に制限する場合)→
１(一般コース)*3
※メニューに「曜日 or 平日」のキーワードがある場合、登録制御します。

Ｑ：申込受付画面から混み具合を隠したい(予約状況を隠したい)のですが
Ａ：下記申込フォームのチェックボックスで、ステルスモードを選択できます。
※ステルスモードは、カレンダー表示、検索表示機能がありません。
標準モードの「混み具合」は、混雑を避けたい場合等、申込み判断の基準となる場合がある為、
隠さない方が宜しいと思いますが、予約が極端に少ない場合は、体裁が悪い事もございますの
で、その際は、ステルスモードのシステムを御使用下さい。
※標準モードの検索(履歴検索)機能や一覧表表示機能は、当システムの特徴です。
※履歴では無く、本日を含めた新しい予約状況確認であれば、受付画面「取消＆確認」ボタン
により可能です(携帯対応のシステム)。
申込者は、携帯対応の受付画面「取消＆確認」ボタンをクリックし、名前を入力しますと
本日分も含めた新しいデータが一覧表示されます。
例.「キャンセル受付日」を１日前で締め切る様にシステム設定します。予約申込画面の
「取り消し＆確認」ボタンを押しますと、「１日前までキャンセル可能です」と表示します。
名前を入力して検索した場合、「確認」は、本日分も確認できなければいけませんので、
本日分も表示されますが、「キャンセルＮｏ.選択」は１日前までしか選択出来ません。
一覧の中からキャンセルしたい行の登録 No.を選択し、電話番号を入力後、送信ボタンを押し
ますと、受付担当者にキャンセル内容がメール送信され、キャンセルが完了します。
※キャンセルでデータ削除されます。受付担当者への自動メール送信のデータが控えとなります。
※「時間コース選択方式」のステルスモードには、時間別詳細表示機能がございます。

Ｑ：時間コース選択方式を利用してますが、「続き」のデータが「取消」できません。

Ａ：管理画面より「１件削除」にて、削除されたものと思います。１件削除は、「続き」が残って
しまいます。「続き」のみになりますと、見出しが無くなる為、キャンセル機能が働かなくなり
ます。この場合は、残ってしまった「続き」を「１件削除」にて個別に削除するしか方法がご
ざいません。通常は「管理メニュー」の「取り消し」によりキャンセルしますと、見出しから
続きまで連続に自動削除します。
「１件削除」は、消せないデータが残ってしまった異常な状態にのみ使用します。
通常は「管理メニュー」の「確認・取消」で削除してください。

Ｑ：メニューの時間選択が、水曜・土曜以外９：００〜１７：４５が１５分間隔で１回のみ正常
表示されているのに対し、水曜・土曜のみ９：００〜１１：３０が、２回ずつ表示されます。
Ａ：管理者用システムの設定画面を見ますと、休み時間「１１：３０〜１５：３０」に対し、営業
時間が水曜・土曜以外９：００〜１７：４５なので、設定は正常ですが、一方の水曜・土曜は
１１：４５で予約受付終了になっております。休み時間中に受付終了では、ロジックが狂いま
すので、受付終了を１１：３０に修正して下さい。※休み時間は、予約受付しないという意味
です。
予約受付しない間は、受付時間管理から制御を外れます。制御を外れた間にこっそり受付を停止
しますとシステムは受付終了していないものと判断し、もう一度空き時間を検索し始めます。
しかしながら、２度検索しても予約受付終了しない状態なので、検索を強制終了するという訳
です。
メニューの時間は、選択表示のみの機能ですので、今回の様に、例え論理がずれた設定の影響で、
時刻を２回ループ選択表示しても、実際の運営には支障の無い様に、同時刻３人の制御は、別
に独立したモジュールで管理しておりますので問題は生じません。
例えて言うなら、ラーメン屋で上下同じメニューを壁に張っているのと同じ事です。
※現在のバージョンでは、上記の論理がずれた設定に於いても、自動修正表示対応済になりまし
た。

Ｑ：データの保存は何件まで可能なの？
Ａ：標準で年間３０００件Ｘ３年分＝合計９０００件です。※拡張可能。
年間３０００件を超えますと、新規登録の度に古い順に自動削除されるシステムです。
管理用画面の「全件表示」クリックし→ 時間コースのシステムは更に「詳細表示」をクリック
して下さい。「全件表示(????件).」が表示されますが、標準では「３０００件」以内になって
おります。
管理画面の「登録可能期間(標準３か月)」及び受付画面「予約選択可能期間」内で、過去の不要
データでは無い未処理の必要なデータが、新規登録の度に古い順に自動削除され無い様にデー
タ領域を調整する必要がございます。
通常の受付「登録可能期間(標準３か月)」では、３０００件で十分ですが、時間コースの受付単
位(分)が小さく時間コース内容が何時間にも及ぶ状況や、予約件数が非常に多い(３ヶ月３０

００件以上)場合等、管理画面の「登録可能期間(標準３か月)」を広げたい場合は、データ領
域拡張が必要です(※管理者用システムは、カスタマイズが必要)。

Ｑ：管理画面内の「更新する(再読込)」ボタン、「戻る」ボタンを押しても動作しません。
Ａ：お使いの「ブラウザ(インタネットエクスプローラ)」の設定に問題があります。ブラウザを設
定変更された事(Javascript 禁止)が原因と思われます。
「更新する(再読込)」ボタン、「戻る」ボタンは、(Javascript) で動作しております。
ブラウザの標準設定を(Javascript 禁止)に設定変更された場合は、動作しません。
※修正方法：ＩＥ(インタネットエクスプローラ)の場合。
「ツール」→「インターネットオプション」→「セキュリティ」→
①全体の環境を変更する場合は「ゾーン」→「インターネット」「規定のレベル」をクリック。
②高セキュリティを保つ場合は「ゾーン」→「信頼済サイト」に 予約受付の URL を登録して、
「このゾーンのサイトにはすべてサーバー(http:)の確認を必要とする」にチェックし「Ｏ
Ｋ」をクリックします。
上記①または②の方法で、(Javascript) が動作する様になります。②場合は、信頼済サイト
のみに(Javascript)を許可する方法となり、高セキュリティを保てます。
※「更新する(再読込)」ボタンはエクスプローラ「IE」、「firefox」等、主要なブラウザに
対応しております。
尚、「更新する(再読込)」クリック時の「再送信しますか？」の際の「ENTER」キィは、ネッ
トショップ等で、二重注文を避ける為に設けられたブラウザの仕様ですので、弊社のシステム
の仕様ではありません。
※旧バージョン(「firefox」未対応)をお使いのユーザーで、「firefox」対応を御希望の際は、
申込フォームにて受付しております。
※「Chrome」の「更新する(再読込)」ボタンは、Frame 内でのみの更新機能として動作しませ
ん。

Ｑ：メールが文字化けします。
Ａ：インターネット環境は、世界共通の規格です。標準の全角文字コードに存在しない文字コード
や、半角英数以外のコード、携帯固有の「絵文字・半角カタカナ等」は文字化けします。
インターネット環境では、「絵文字・半角カタカナ等」は使用出来ません。表示できない文字コ
ードを入力されても、文字化けします。
また、文字入力の際にコントロールコードやエスケープシーケンスを使用された場合も、文字化
けする場合がございます。
※インターネット環境固有のシステム特性ですので、半角英数文字・全角文字を御使用下さい。

Ｑ：管理者名のタイトル変更や、受付時間のカスタマイズを申込ましたが、
携帯画面は、以前のままです。
Ａ：ＡＵ等の一部の携帯機種で、パケット代を節約する為最新の情報を取得せず、保存しておいた
古い画面を表示する事があります。これに対処するため、キャッシュコントロールＯＦＦ
「no-cache」を携帯に送信して最新の画面を取得する仕様にし、システムの問題を解決してお
ります。
※ご確認及び対処法
先ず、携帯ＵＲＬをパソコンで確認して下さい。「Ｆ５」キィを押すと最新の画面を読み込み
ます。携帯画面をパソコンで表示して正しい内容「変更依頼した最新の画面が表示される状
態」であれば、お持ちの携帯の機種が、キャッシュコントロールＯＦＦに失敗したものと思わ
れます。
この現象では、携帯はネットに接続せず、古い画面を記憶して表示している事になります。
携帯の画面を表示させた状態で、携帯サブメニュー「再読み込み」を行って下さい。
ネットに接続され、再読み込みが行われ、PC で表示されたものと同様の画面が表示されます。

Ｑ：１０００円コースのＳＥ電話サポートはどこまで出来るの？
の？

問い合わせはどうすればいい

Ａ：１０００円コース（プレミアムコース以外）のサポートについて。
ＳＥサポート電話受付は、主に新規システム導入及びシステム切替相談等の対応です。
１０００円コースの方は、インターネット及びパソコンの基礎知識が必要となります。
使用方法については、わかりやすく「図解付マニュアル」及び「Ｑ＆Ａ」で解説しておりますの
で、熟読の上、御利用下さい。
「図解付マニュアル」及び「Ｑ＆Ａ」の記載内容以外のお問い合わせを、「お問い合わせ・申込
フォーム」でのみ承ります。
※メールでのお問い合わせ・カスタマイズの申込は、受付番号が発生しませんので、受付出来ま
せん。「お問い合わせ・申込フォーム」でのみ承ります。
※「図解付マニュアル」及び「Ｑ＆Ａ」を読まないで、その記載内容と同じ質問を、ＳＥサポー
トの電話受付でしないで下さい。

