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基本設定

基本設定はグループ全体の管理者の場合は、「グループ管理設定」と「会員ランク設定」

の二つ。

店舗ごとの管理者の場合は、「店舗設定」と「店舗紹介設定」の二つです。
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・グループ情報管理

複数店舗を運営している場合等に便利なグループ管理設定について説明いたします。

1.グループの設定

①　グループ名の設定欄に内容を入力します。

②　グループコメントの設定欄に内容を入力します。設定した内容はグループ全

体の内容としてアクセス画面等に反映（表示）されます。

③ 画面右の「画面のアップロード」の下にあります入力欄右の「ファイル選

択」をクリックします。

上のような画面が開きますので、設定したい画像を選択して、

選択画面右下の開くボタンを押します。

4 画面下にあります「送信」ボタンをクリックします。

5 以上で設定完了です。

・店舗情報管理

各店舗の基本情報を設定でき、twitter や facebook、google 等のアカウントとの連携につ
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いての設定もこの管理画面で行います。

1. 店舗情報管理の基本情報の設定

1 「店舗名」と現在の所在地を示す「住所」、「電話番号」などを設定しましょ

う。

2 ホームページ等を開設している場合には、「店舗ホームページ」の設定欄に、

開設しているホームページの URL を入力しましょう、アプリのアクセス画面上

部の HP ボタンにて、設定された URL のホームページに移動することができる

ようになります。「自由記述」については営業日や定休日などご自由に入力で

きます。

3 「経度・緯度」を設定することで、アプリのアクセス画面にて地図上に設定中

の店舗の所在地を表示することが可能です（設定は「座標を地図から選ぶ」を

使うと簡単に設定する事ができます）。

4 twitter や facebook、google 等のアカウントをお持ちの場合はそれらとリンクす

ることが可能です。

5 アプリトップ画面にて表示いたします画像は店舗情報管理の「画像のアップ

ロード」の設定欄右にある「ファイル選択」から選択することができます。
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・店舗紹介設定

アプリトップ画面の画像をタップすると開きます店舗紹介の内容を設定する画面です。

1. 店舗紹介内容の新規作成

1 画面左の表の下にあります新規作成ボタンを押します。

2 紹介タイトルは店舗紹介のタイトルとして表示されます。紹介文はその内容で

す、店舗についての詳しい説明はこの場所に書きます。

3 紹介画像では店舗紹介文の下に表示されます。「画像のアップロード」の設定

欄の右側にあります「ファイル選択」を押して画像を指定します。

4 送信ボタンを押すと設定ができます。

2. 店舗紹介内容の編集

編集についても再設定したい紹介内容を表の中から選んで押すことで、新規作成と

同様の方法で再設定することが可能です。

なお削除については、「送信」ボタンの下にあります「削除」ボタンを押すことで

指定した店舗紹介の内容を削除できます。
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・会員ランク設定

来店した顧客のランクについての設定を行います。

1.会員ランク説明文設定

①画面中央上にある「会員ランク説明文設定」をクリックします。

②「会員ランク説明文設定」にグループ内で設定したランクの詳しい説明や概要

を入力します。

3 「設定する」をクリックで設定完了です。
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2.ランクの新規作成

①会員ランク設定画面右にあります「新規作成」ボタンをクリックします。

②画面左側に「ランク名」とそのランクになるのに必要な「必要スタンプ数」の

設定欄が出てきます。

③上記二つの設定欄に入力後画面右側にある送信ボタンをクリックします。

設定完了です。
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ユーザー一覧

現在登録している全ユーザーの管理画面です。

・ユーザー管理機能

1. 個々のユーザーの編集

1 編集したい対象のユーザーをクリックします。

2 画面左に編集できる設定欄が表示されますので、編集内容を入力後、送信をク

リックします（ユーザーを削除したい場合は削除ボタンをクリック）。

3 設定完了です。
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管理設定

・管理者一覧

管理サイト内で各内容を設定するユーザーを管理します。

1. 管理ユーザーの作成

1  画面左にある新規作成ボタンをクリックします。

2 画面右に設定項目の欄が表示されますので設定内容を入力します。

3 送信ボタンを押すと設定完了です。

2. 管理ユーザーの編集

1 編集したい管理ユーザーをクリックします。

2 右手に設定できる項目が表示されているため設定内容を入力します。

3 送信ボタンを押すと設定完了です（ユーザーを削除したい場合は削除ボタン

を押します）。

・操作ログ

管理画面に対しての「どのような操作」を「いつ」、「誰が」行ったのかを記録い

たします。

アプリ設定

アプリの各表示内容等の設定
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・デザイン管理

1. スタンプ画像の設定

1 アプリデザイン画面の上部にあります「スタンプ画像の設定」を押します。

2 スタンプ付与モードの内二つのモードのどちらかを設定します。

---1 ポイントモード---
スタンプ端末等で１回かざすごとに１ポイント付与するモードです。

---複数ポイントモード---
スタッフの手動にて複数のスタンプを付与するモードです。

3 スタンプ最大数を設定しますとスタンプの保持数の上限を設定する事ができま

す。
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4 最後にスタンプ画像について設定します。

未取得スタンプ画像はスタンプがまだ押されていない場合に表示される画像です。

対して取得済みスタンプ画像はスタンプが押されていることを示す画像になります。

どちらも画像欄下にあります「未取得スタンプ画像のアップロード」又は「取得済

みスタンプ画像のアップロード」の設定欄のファイル選択ボタンより設定すること

ができます。

2. スタンプ説明文の設定

1 画面中央上にある「会員ランク説明文設定」をクリックします。

2 「会員ランク説明文設定」にグループ内で設定したランクの概要を入力します。

3 「設定する」をクリック
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3. アプリ画面の色の設定

1 メインカラーを設定します、設定欄を押すと色を調整する画面が開きますので、

ご希望の色を設定します。アプリに反映される画面は管理画面右にあるサンプ

ルのアプリトップ画面にて確認できます。

2 アクセントカラーを設定します。サンプルのアプリトップ画面を見ながら、調

整しましょう。

3 タイトルのテキストカラーです。デザインと文字の見やすさ等を両立できる色

に調整しましょう。
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1. メニューモードの設定

2. ホーム画面表示設定

1 「会員名」はログイン中のユーザーを示します。チェック項目にチェックを入

れればアプリトップ画面に表示します(チェックを入れなければ、表示されませ

ん)。
2 「会員ナンバー」は各ユーザーを管理する際に利用しする識別 ID です。チェッ

ク項目にチェックを入れるとアプリトップ画面に表示します (チェックを入れな

ければ、表示されません)。
3 「バーコード表示」は pos システム等と連動させる際に使用します。チェック

項目にチェックを入れればアプリトップ画面に表示します (チェックを入れなけ

れば、表示されません)。
3. 会員ナンバー区切り文字数

会員ナンバー区切り文字数では指定した番号ごとに「 -」を追加します(例：会員

ナンバー 123456 に４を指定した場合 12-3456 となります)。
4. アプリトップ画面の写真とテキストの設定

1 「トップコメント」はアプリトップ画面の写真の下に表示されます。

2 「画像のアップロード」は設定欄のファイル選択より画像を指定して設定する

ことができます。

3 画像を削除する場合は「この画像を削除」にチェックを入れましょう。

4 送信を押すと設定完了です。
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・クーポン管理

1. クーポンの新規作成

1 クーポン管理画面の左手にある新規作成ボタンを押しましょう。

2 管理画面左手に設定欄が表示されますので、各項目を設定していきます。

「対象ユーザーランク」は設定済みのユーザーランクから選択することが可能

です。

3 「タイトル」はクーポン名の設定を指します。コメント欄に設定した内容は使

用時に表示されます。

4 「クーポン利用開始日時」と「有効期限」については、

設定欄右にあるアイコンを押しますと、カレンダーが表示されますので、

その中から日時を指定しましょう。

5 「スタンプ連動クーポン」は「デザイン管理の 1.」にて設定しました、スタン

プ最大数に所持スタンプ数が達した段階で、自動的に発行するクーポンの有効

期限を設定する事ができます（例：設定欄に 4 を入力した場合、有効期限は、

発行した日から 4 日間になります）。なお、スタンプ数がスタンプ最大数に達

しても特に何も発行するクーポンがない場合は、0 もしくは空に設定してくだ

さい。

6 使用可能回数は配布したクーポンを何回まで使うことができるかを決めること

ができます。

7 「画像のアップロード」ではアプリ内でのクーポン一覧にて各クーポンに表示

する画像を選択することができます。また、「クーポン画像の生成」では、

クーポン画像を作成することができます。
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テンプレートを設定することで、様々なデザインを作成することができます。

2. クーポンの編集

1 設定した項目の内、変更したい内容があれば再設定することができます。項目

の入力については、新規作成時と同様です。
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・メニュー管理

1. メニューの新規作成

1 タイトルはメニュー名を指します。

2 サブタイトルはメニューのより詳しい仕様等の詳細についてのタイトルになり、

コメントにて、本格的な説明を入力します。

3 価格はそれぞれ個々の値段を設定でき、アプリメニュー欄の各タイトルと共に

表示されます。

4 公開日は設定したその期間中でないと設定中のメニューがメニュー欄に表示さ

れることはありません。

5 カテゴリーを設定しておくと複数のメニューを項目ごとに分類することが可能

です、カテゴリーの選択についてはカテゴリー管理にて設定した項目のみが選

択肢として表示されます。また、カテゴリー選択欄の下にあります「＋新規カ

テゴリーを追加する」ではカテゴリー管理画面までいかずともカテゴリーを設

定することが可能です。

6 「画像のアップロード」を設定すると、それぞれのメニューに画像をつけるこ

とも可能です、設定欄のファイル選択ボタンより設定することができます。

2. メニューの編集

新規作成と同様に設定欄が表示されますので、再度設定しなおすことが可能です。

また送信ボタンの下にあります削除ボタンを押すことでメニューを削除することが

可能です。
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・カテゴリー管理

1. カテゴリーの新規作成

作成したカテゴリーは作成したメニューの分類の一つとしてカウントされ、顧

客により見やすい形でメニュー等を表示できます。

1 カテゴリ名には分類するのに便利な名前を入力し、カテゴリ説明でアプリ利用

者にわかるように補足を入力します。

「画像のアップロード」でカテゴリに画像をつけることができ、設定欄のファ

イル選択ボタンより設定することができます。

2 親カテゴリを設定することで「A、B、C の三つのカテゴリ」の内、「A カテゴ

リの a1,a2,a3」といった形でより細かくカテゴリを設定することができます。

3 メニューモードを設定するとアプリ内のメニューの表示形式を設定することが

できます。

2. カテゴリーの編集

新規作成と同様に設定欄が表示されますので、再度設定しなおすことが可能です。

また送信ボタンの下にあります削除ボタンを押すことでメニューを削除することが

可能です。
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・スタンプ管理

ランクなどの設定に必要なスタンプ機能に関する様々な設定を行うことができます。

1. 「スタンプの設定」はアプリの「デザイン管理の 1.」と同じ方法で設定できます。

2. スタンプ管理‐ユーザー待ち受け

1 ユーザー待ち受け機能では、スタンプ端末（iBeacon 等）にアプリのスタンプ

画面を開いた状態にして、スマホをかざすとユーザー待ち受け画面にユーザー

のスタンプ情報が表示することができ、個々のユーザーのスタンプ情報を操作

することができます

2 スタンプ端末にスマホがかざされますとかざしたユーザーがユーザー待ち受け

一覧に表示されます。スタンプ数を操作したいユーザーを選択しますと、「対

象ユーザー」、「現在のスタンプ数」「スタンプ数の設定(手入力)」が表示され

ますので、「スタンプ数の設定(手入力)」にてスタンプ数を設定します。

3 送信を押すと設定完了です。

3. スタンプ QR コード
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1 スタンプ QR コード生成では、アプリのスタンプ画面にある「QR コードの読み

込み」で使う QR コードを発行するポイントごとに作成することができます。

2 発行するポイントの設定欄にスタンプを発行したい数を入力し送信を押します。

3

入力した数の分だけスタンプを発行することができる QR コードができます。

後は、印刷するなどして自由に使用することが可能です。
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4. 各ユーザー毎のスタンプ数の編集

1 　スタンプ数を変更したいユーザーを押すと管理画面左側に選択したユーザー

のアドレスとスタンプ数が表示されます。スタンプ数の設定欄に直接入力する

か、スタンプ画像を押すことでスタンプ数を調整する事が可能です。
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・ステージ管理

1. ステージの作成

1 画面左側にあります「新規作成」ボタンを押します。

2 「名前」の欄に設定するステージの名前を入力後そのステージについての詳し

い詳細（どういったメリットがるのか等）を入力します。

3 「画像のアップロード」の内設定欄の右側にあります「ファイル選択」を押し

ますとアプリ画面のステージの表示に画像が追加されます。

4 送信ボタンを押すと設定完了です。
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・問い合わせ管理

アプリのお問い合わせフォームを利用してユーザーの要望等を効率よく受け答えする機能

です

1. お問い合わせに対しての返信

1 アプリのお問い合わせ画面からメッセージが送られてくると、管理画面側では

送られてきたユーザーのメールアドレスが表示されます。表示されたメールア

ドレスを押すとユーザーとの１対１のチャット画面が表示されます。

メッセージを入力後紙飛行機のマークを押すと返信することができます。

なお、カメラマークを押すと画像も送付する事ができます。
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・ゲーム設定

店舗アプリ内にて遊ぶことのできるスクラッチゲームについて設定する事ができます。

1. ゲーム設定

1 「当選率」は店舗アプリ内で当たりであるスクラッチが表示される確率につい

て設定できます（「0」、またはマイナスの値や 100 より上の値は設定できませ

ん）。

2 「当選時画像」は「落選時画像」はどちらともファイル選択にて設定する事が

可能です。

3 送信ボタンにて設定完了です。
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・ニュース管理

アプリトップ画面下にありますお知らせに表示する内容を設定できます。

1. ニュースの新規作成

1 画面左下にある新規作成ボタンを押します。

2 対象ユーザーランクを設定します。対象ユーザーランクを設定することで設定

中のニュースを表示するかどうかをユーザーの会員ランクごとに決めることが

できます。対象ユーザーランクで設定できるランクの種類は「会員ランク設

定」にて、設定済みのものか「全ユーザー」のみになります。

3 「タイトル」と「コメント」欄がありますが、「タイトル」はニュースのタイ

トル、「コメント」は詳しいニュースの内容になります。「画像のアップロー

ド」はアプリ画面にてニュースをタップすると、コメント欄に入力した内容と

ともに画像も表示することができます。

4 「push通知をオン」にチェックを入れると、ニュースの設定内容を送信ボタン

を押して送信した段階で、ユーザーの端末に push通知にて知らせることができ

ます

5 送信ボタンを押すと設定完了になります。

2. ニュースの編集

新規作成時と同じように設定できます。
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・メッセージ管理

個別のユーザーにクーポンやメッセージのやり取りを行うことができます。

1. メッセージ作成

1 メッセージはニュースとは違い、特定の人物にピンポイントで送信する機能で

す。どのユーザーに送信するかについては、「特定ユーザーへの送信」の欄に

て検索フォームに対象のメールアドレスに含まれる文字を入力し、対象のメー

ルアドレスが表示された段階で左にある送信チェックボックスにチェックを入

れることでメッセージの送信対象を指定することができます。

2 対象ユーザーランクを設定します。対象ユーザーランクを設定することで設定

中のメッセージを送信するかどうかをユーザーの会員ランクごとに決めること

ができます。対象ユーザーランクで設定できるランクの種類は「会員ランク設

定」にて、設定済みのものか「全ユーザー」のみになります。

3 クーポンの送信の有無を設定します。「クーポンの送信」欄にてどのクーポン

を送るのか等といったことを設定する事が可能です。なお、設定できる選択肢

には、「送信しない」とクーポン管理画面にて設定済みのクーポンのみが設定

可能です、ただし、送ったクーポンを送信先ユーザーが期間内に既に使用して

いた場合はユーザーに届いた旨は通知されず、送ったクーポンの有効期限が期

限切れの場合には表示されません。

4 タイトルとメッセージの本文を入力した後、送信ボタンを押すと設定完了です。
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アクセス解析

・ユーザーレポート

1. アクセスレポートの項目について

サマリー…　全体のデータについて一目で確認することが可能なレポートです。

リアルタイム…　アプリが画面上に表示されている状態（フォアグラウンド）か否

かを表示する機能です。

ダウンロード数…　アプリが一度でも起動された場合に、アプリを端末にダウン

ロードされている端末がどれほどの数いるのかを確認する事ができます。

アクセス…　アプリが画面上に表示されている状態（フォアグラウンド）に何度移

行したかを確認することができます。

ユニークユーザー数…　アプリを起動したユーザーの数が表示されています。

店舗エリア認識数…　アプリをインストールした状態で、店舗内の iBeacon が感知

した数を表しています。
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2. アクションレポートの項目について

クーポン使用数…　クーポンが使用された回数が表示されます。

スタンプ取得数…　スタンプの取得などが行われた回数が表示されます。

予約成立数…　予約を受け付けた回数が表示されます。

メッセージ開封率…　PUSHメッセージを送信したユーザーのうち、メッセージを

開封して確認したユーザーの割合が表示されます。
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・その他

1．管理画面での変更内容の確認方法

ボタンのアイコン画像や、クーポンの画像など、画像を管理画面において変更した際、ア

プリ側でその変更内容を確認するためには、該当の画面を再表示させる必要があります。

例えば、クーポンの画像を変更した場合には、クーポンの画面から出て再度その画面を表

示していただければ新しい画像が表示されます。

この方法で確認できない場合には、ログイン画面に戻って再度ログインすればご確認いた

だけます。
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