はじめに
このたびは、TBManager5（以下 TBM5）をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。このマ
ニュアルでは、店舗運営の流れに沿って TBM5 の操作方法を説明しております。業務開始前の操作方法
の確認や日常業務でプログラムの操作方法に対する疑問を解消する際などにご使用ください。
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本書の
本書の使い方

■記号と用語
本文中で以下のような記号や用語を使用します。
[ ]
画面のタイトルやメニュー名など、画面の表示内容は[ ]で囲んで記載します。例：[管
理者確認]画面、[システム管理]メニュー
クリック
マウスの左ボタンを 1 回押すこと。
右クリック
マウスの右ボタンを 1 回押すこと。
ドラッグ
マウスの左ボタンを押したままマウスカーソルを移動させること。画面に表示された
アイコンなどを移動する際に行います。

■操作説明
プログラムの操作は以下の形式で説明します。
1.

基本的には「1.＊＊＊＊」の部分の操作だけを行えば操作できるように記載しています。
各手順の「 」で始まる箇条書きには、操作がうまくいかない場合の注意点や他の操作方法などの参
考事項を記載しています。

2. メニューの項目を順に選択する操作は下記のように略して記載しています。

例：

メニューバー：[引継ぎ処理] ＞ [現金入出金]

これは、メニューバーにある[引継ぎ処理]メニューをクリックして、次に[現金入出金]をクリックす
るという連続した操作を示しています。

■本書の構成
本書は以下の 4 つのパートで構成されています。目的に合わせて必要な箇所をご参照ください。
Part1 最 初に プログラムの概要（特徴など）、画面構成と画面の基本操作方法を説明しています。プ
お読みください ログラムを操作する前に一度ご確認ください。
Part2 日 常業 開店から閉店まで、お客さまの入店から退店まで、商品管理、レンタル品管理、資産
務の進め方
管理、売上管理、会員管理、クライアント PC 管理など、日常業務で実際に使用する
機能の操作方法を業務の流れに沿って記載しています。業務の流れの確認などをされ
る際にご参照ください。
Part3 店 舗環 料金設定、座席設定、その他の運営設定など、店舗運営を行っていく上で必要となる
境の設定
初期設定のための操作方法を記載しています。運営方法の変更、料金、座席配置の変
更などを行う際にご参照ください。
Part4 そ の他 PC システムの管理、データベースの管理、ホームビュアーによる管理、マルチ POS
の管理機能
による管理など、システム関係の設定変更操作について記載しています。
Part5 付録
プログラムの導入、削除、クライアント PC の動作などを記載しています。
索引
メニューや画面に表示される用語で操作説明など本文中の記述を検索する際にご利用
ください。

2

目次

はじめに .............................................................................................................................................................................................................1
本書の使い方 ..............................................................................................................................................................................................2
■記号と用語..........................................................................................................................................................................................2
■操作説明 ..............................................................................................................................................................................................2
■本書の構成..........................................................................................................................................................................................2
目次 ..................................................................................................................................................................................................................3
Part 1 最初にお読みください ...........................................................................................................................................................7
第 1 章 プログラムの概要 ................................................................................................................................................................8
■TBManager5 とは ......................................................................................................................................................................8
■TBManager5 の主要な機能...................................................................................................................................................8
第 2 章 画面表示と基本操作 ...........................................................................................................................................................9
■画面の構成..........................................................................................................................................................................................9
■メニューバー ................................................................................................................................................................................. 10
■ツールバー...................................................................................................................................................................................... 10
■画面切替ボタン ............................................................................................................................................................................ 12
■画面の基本操作 ............................................................................................................................................................................ 13
第 3 章 サーバーメニュー ............................................................................................................................................................ 14
Part 2 日常業務の進め方 ................................................................................................................................................................. 19
第 4 章 開店時/交代時/閉店時の処理とスタッフ管理............................................................................................................. 20
■開店時の処理 ................................................................................................................................................................................. 20
■管理者の勤務交代 ....................................................................................................................................................................... 21
■引継ぎ業務：売上の集計 ........................................................................................................................................................ 22
■スタッフの登録/修正 ............................................................................................................................................................... 28
■スタッフの勤怠管理 .................................................................................................................................................................. 30
第 5 章 お客様の入室から退室まで ........................................................................................................................................ 33
■入室処理 .......................................................................................................................................................................................... 33
■座席の状態表示と管理 ............................................................................................................................................................. 35
■商品の販売...................................................................................................................................................................................... 37
■レンタル品の貸出 ....................................................................................................................................................................... 40
■グループ設定 ................................................................................................................................................................................. 41
■料金プランの設定/変更........................................................................................................................................................... 42
■サービス時間の追加 .................................................................................................................................................................. 42
■座席の移動...................................................................................................................................................................................... 43
■退室処理（利用料の精算と未払い処理/割引処理） ................................................................................................ 43
■座席の清掃...................................................................................................................................................................................... 47
第 6 章 商品管理 ............................................................................................................................................................................... 48
■商品の登録と台帳管理 ............................................................................................................................................................. 48
■商品の販売内訳 ............................................................................................................................................................................ 50
■入庫管理 .......................................................................................................................................................................................... 51
■在庫管理 .......................................................................................................................................................................................... 53
第 7 章 レンタル品管理 ................................................................................................................................................................. 57
■レンタル品の登録と台帳管理 .............................................................................................................................................. 57
■レンタル品の貸出内訳 ............................................................................................................................................................. 59
■入庫管理 .......................................................................................................................................................................................... 60
■在庫管理 .......................................................................................................................................................................................... 62
■売上取り消し内訳 ....................................................................................................................................................................... 65
第 8 章 資産管理 ............................................................................................................................................................................... 66
■ハードウェアの資産管理 ........................................................................................................................................................ 66
■ソフトウェアの資産管理 ........................................................................................................................................................ 67
3

第 9 章 売上管理 ............................................................................................................................................................................... 69
■当日売上の内訳表示 .................................................................................................................................................................. 69
■日別/月別の売上集計確認 ...................................................................................................................................................... 72
■統計分析レポートの作成 ........................................................................................................................................................ 76
第 10 章 会員管理と未払い管理 .............................................................................................................................................. 78
■会員の新規登録 ............................................................................................................................................................................ 78
■会員情報の表示 ............................................................................................................................................................................ 80
■会員情報の検索/修正 ............................................................................................................................................................... 82
■未払い処理...................................................................................................................................................................................... 87
第 11 章 クライアント PC 管理 .............................................................................................................................................. 90
■一括管理 .......................................................................................................................................................................................... 90
■個別管理 .......................................................................................................................................................................................... 94
■店舗からのお知らせ送信 ........................................................................................................................................................ 97
■プログラム実行遮断 .................................................................................................................................................................. 98
■旧バージョンプログラムの削除 ......................................................................................................................................... 98
Part 3 店舗環境の設定 ...................................................................................................................................................................... 99
第 12 章 料金設定 ........................................................................................................................................................................ 100
■料金設定画面の表示 .............................................................................................................................................................. 100
■コンテンツ情報の設定 ......................................................................................................................................................... 100
■一般料金の設定 ........................................................................................................................................................................ 104
■会員料金の設定 ........................................................................................................................................................................ 106
■指定席料金の設定 ................................................................................................................................................................... 107
■前払い定額料金の設定 ......................................................................................................................................................... 108
第 13 章 座席の設定 ................................................................................................................................................................... 110
■座席数の設定 ............................................................................................................................................................................. 110
■座席のブース設定 ................................................................................................................................................................... 111
■座席の配置構成の設定 ......................................................................................................................................................... 112
■座席情報の設定 ........................................................................................................................................................................ 115
第 14 章 運営環境の設定 ......................................................................................................................................................... 118
■店舗運営環境の設定 .............................................................................................................................................................. 118
■画面表示権限の設定 .............................................................................................................................................................. 123
■メニュー権限の設定 .............................................................................................................................................................. 124
■Excel データ保存先の設定 ................................................................................................................................................ 124
Part 4 その他の管理機能 ............................................................................................................................................................. 125
第 15 章 PC システムの管理................................................................................................................................................. 126
■カウンターPC のネット設定確認 .................................................................................................................................. 126
■時刻の設定.................................................................................................................................................................................. 126
■画面デザインの変更 .............................................................................................................................................................. 126
■ライセンスおよびプログラム登録の変更 .................................................................................................................. 126
■レシートの再印刷 ................................................................................................................................................................... 127
■サーバー稼動時間ログの確認 .......................................................................................................................................... 128
第 16 章 データベースの管理 ............................................................................................................................................... 129
■データベース管理ツールの表示 ..................................................................................................................................... 129
■バックアップ保存先の指定 ............................................................................................................................................... 129
■データベースのバックアップ .......................................................................................................................................... 130
■データベースの復元 .............................................................................................................................................................. 130
■データベースのメモリサイズ設定................................................................................................................................. 130
第 17 章 ホームビュアーによる遠隔管理 ....................................................................................................................... 131
■ホームビュアーとは .............................................................................................................................................................. 131
■ホームビュアーUSB の作成............................................................................................................................................. 131
■ホームビュアーUSB の操作............................................................................................................................................. 131
■ログインの記録 ........................................................................................................................................................................ 131
第 18 章 マルチマネージャーによる管理 ....................................................................................................................... 132
■マルチマネージャーとは .................................................................................................................................................... 132
4

■マルチマネージャーの導入 ............................................................................................................................................... 132
■使用時の注意点 ........................................................................................................................................................................ 132
Part 5 付録 .......................................................................................................................................................................................... 133
付録 A プログラムの導入 ......................................................................................................................................................... 134
■プログラムの構成 ................................................................................................................................................................... 134
■必要なシステム構成 .............................................................................................................................................................. 134
■インストール前の確認 ......................................................................................................................................................... 134
■インストールの手順 .............................................................................................................................................................. 135
付録 B プログラムの削除 ......................................................................................................................................................... 141
■カウンターPC のアンインストール ............................................................................................................................. 141
付録 C クライアント PC の操作 .......................................................................................................................................... 142
■入室前画面.................................................................................................................................................................................. 142
■お客様情報画面 ........................................................................................................................................................................ 142
索引145

5

Part 1

6

最初にお読みください

Part 1 最初にお読みください

第1章
第2章
第3章

プログラムの概要
画面表示と基本操作
サーバーメニュー

7

Part 1

最初にお読みください

第 1 章 プログラムの概要
プログラムの概要
この章では、プログラムを導入する前に知っておく必要のある情報について説明します。

■TBManager5 とは
TBManager5 は、ネットカフェを中心とするエンターテインメント施設の店舗管理プログラムです。料
金精算、会員管理、スタッフ管理、売上管理などの基本機能に加えて、強力なオプション機能により店舗
を完璧にサポートします。

■TBManager5 の主要な機能
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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タッチパネル機能
マルチ POS 機能（統合売上管理および POS 別売上管理機能）
使いやすいインタフェースおよび様々な業務に対応する多彩な管理画面
顧客構成に合わせた多様で柔軟な料金設定
使用時間課金およびパック料金
昼間／深夜指定、割引、割増、会員ランク別の設定
無料使用、割当てサービス時間の調整
座席別料金設定
強力な遠隔コントロール機能
待機中 PC の遠隔コントロール
個別および全体の電源 ON／OFF／再起動
メッセージ送信
音量調節
遠隔店舗モニタリング、売上状況確認
クライアント PC プログラムの実行、遮断機能
客席 PC からの商品およびフード注文機能
店舗レイアウトに合わせた PC 配列設定
パーティション別の効率的管理（ペアシート、コミック席、ビリヤード席など）
現金出納管理
資産管理機能（ハードウェア、ソフトウェア、その他）
商品売上および仕入在庫管理

第2章

画面表示と基本操作

第 2 章 画面表示と
画面表示と基本操作
この章では、マネージャープログラム TBManager5 Manager で表示される画面の内容と画面上の基本
操作方法を説明します。プログラムの操作を始める前に確認してください。

■画面の構成
画面は以下の各部で構成されています。画面切替ボタンで管理画面を切替えてそれぞれの管理業務を行い
ます。下記の画面例は店舗を運営する際に最もよく使用する店舗管理画面です。
メニューバー

ツールバー

画面切替ボタン

座席の管理画面
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■メニューバー
マネージャーの機能をメニュー形式で選択して実行するための項目が配置されています。画面切替ボタン
で管理画面を切替えてもこのメニューバーは常に表示されます。

■ツールバー
管理画面ごとに主な機能を割り当てたボタンが配置されています。管理画面を切替えるとツールバーの内
容も変更されます。下図は通常業務で最も多く使用する店舗管理画面のツールバーです。

ツールバーは下図の位置をマウスでドラッグすることにより、画面上の任意の位置に移動できます。

この部分にマウスカーソルを
置いてドラッグします。

店舗管理画面のツールバーボタンの機能は以下のとおりです。
ボタン
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ボタン名

機能

画面更新

画面の表示内容を最新の状態にします。

グループ精算

グループで座席を利用した場合の精算画面を表示します（46 ページ参
照）
。

商品販売

[商品販売]画面を表示します（38 ページ参照）
。

レンタル品貸
出

[レンタル品貸出]画面を表示します（40 ページ参照）。

席管理

すべてのクライアント PC をロック/自動ロック/ロック解除の状態に設定
します（90 ページ参照）。

電源管理

待機中のすべてのクライアント PC に対して、電源 ON、電源 OFF、再起
動、PC モニター節電モードの設定を行います（90 ページ参照）。

checkout

[退室処理]画面を表示します（43 ページ参照）
。

会員検索

[会員検索]画面を表示します（85 ページ参照）
。

会員登録

[会員登録]画面を表示します（78 ページ参照）
。

第2章
ボタン

画面表示と基本操作

ボタン名

機能

web 会員

オンラインによる登録待ちの会員リストを表示します（79 ページ参照）
。

スタッフ管理

引継ぎ管理、スタッフ登録などのスタッフ管理メニューを表示します（28
ページ参照）。

ドロワ強制オ
ープン

キャッシュドロワを強制的にオープンします。

メイン画面構
成

座席表示を縦横升目状に表示します（112 ページ参照）
。

フロア画面構
成

実際の店舗の状態に合わせた座席配置画面を表示します（113 ページ参
照）
。

コーナー画面
構成

コンテンツ別のコーナー座席画面を表示します（113 ページ参照）
。

席状況

各座席の利用状況を一覧表示します。

店内マップ表
示

店舗のイラストマップ上に座席表示を配置した画面を表示します（112
ページ参照）。

待機中 PC

利用中の座席表示色を変えて表示することにより、空席を見つけやすくし
ます。

清掃業務検索

[清掃管理]画面を表示します（47 ページ参照）
。

使用中の会員
検索

お客さまの入室している座席を検索するための[お客様の位置検索]画面を
表示します。

店舗管理画面以外の管理画面では、以下のツールバーボタンが共通して使用できます。
ボタン

ボタン名

機能

Excel 保存

表示されているリストの内容を Microsoft Excel のデータ形式で指定先に
保存します（124 ページ参照）。

印刷

表示されているリストの内容をプリンタに出力します。

メイン画面
に戻る

店舗管理画面を表示します。
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■画面切替ボタン
このボタンを使って、店舗管理、会員管理、商品管理、貸出管理、今日内訳、決算内訳、未収内訳、資産
管理、統計の各管理画面に移動します。
店舗管理画面：メインの管理画面です。入退室処理等の通常操作を行います。

会員管理画面：会員情報の登録、更新、修正、削除を行います

商品管理画面：商品の登録、入出庫処理、売上管理、損失管理等を行います。

貸出管理画面：レンタル品の登録、入出庫処理、売上管理損失管理等を行います。

今日内訳画面：現時点の日内売上状況を確認します。

決算内訳画面：日別、月別の決算状況を集計、確認します。

未収内訳画面：未収金の管理を行います。

資産管理画面：PC のハードウェア、ソフトウェアの資産管理を行います。

統計画面：売上集計のデータ分析を行います。

バーコードカーソル：店舗管理画面で Enter キーを押すと、カーソルが点滅します。そこで会員バーコ
ードを読み込ませることにより、商品販売など様々な操作を簡単に行うことができます。
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■画面の基本操作
●バーコードの読込み
各種の画面でバーコードを読み込むときは、バーコード入力欄をマウスでクリックし、カーソルを点滅さ
せてからスキャナで読み込みます。

●管理画面左側の表示/入力領域の操作
表示/入力領域の展開/縮小
領域のタイトルバーをクリックすると、画面の展開/縮小を行うことができます。
タイトルバーをクリックするたびに、領域が
展開/縮小されます。

表示/入力領域の自動格納
ピンのマークをクリックすると、画面が自動格納されるようになります。表示するときはタブをクリック
します。
ピンをクリックして横向きにすると、領域が
自動格納、自動展開されるようになりま
す。
タブをクリックすると、領域が表示されま
す。
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第 3 章 サーバーメニュー
デスクトップ右側下部のタスクトレイで、TBManager5 Server アイコンをマウスでクリックすると、
サーバーメニューが表示されます。

サーバーメニューの内容は以下のとおりです。

項目

実行される機能

ライセンス入力

[管理者確認]画面で管理者を選択し、パスワードを入力すると、[オンライン顧客
登録]画面のライセンス入力画面が表示されます。追加ライセンス、ホームビュア
ー、マネージャーの追加認証を受ける場合、購入番号を入力して新しいライセン
スの発行を受けます。
ライセンスの追加発行を受けた場
合はサーバーの再起動が必要です。
詳細な操作方法については、「 初
回起動時の操作」
（137 ページ）を
参照してください。
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項目

実行される機能

オンライン顧客登録

全体 PC 配列設定

クライアント PC
アドレス設定

サーバーメニュー

[管理者確認]画面で管理者を選択し、パスワードを
入力すると、[オンライン顧客登録]画面が表示され
ます。オンライン顧客登録した情報を訂正する場
合、訂正して新しい顧客登録をします。
顧客登録内容を変更した場合はサーバーの再起動
が必要です。詳細な操作方法については、「 初回
起動時の操作」
（137 ページ）を参照してください。

[管理者確認]画面で管理者を選択し、パスワード
を入力すると、[オンライン顧客登録]画面が表示
されます。この画面で PC の配列を変更すること
ができます。全体 PC 配列設定を変更した場合は
サーバーの再起動が必要です。詳細な操作方法に
ついては、
「●クライアント PC のインストール」
（140 ページ）を参照してください。

IP

トラフィック及び処
理状態

[管理者確認]画面で管理者を
選択し、パスワードを入力する
と、[クライアント IP アドレス
管理]画面が表示されます。ク
ライアント IP アドレスの設定
を変更できます。詳細な操作方
法については、「●クライアン
ト PC のインストール」
（140
ページ）を参照してください。
選択すると項目に
チェックマークが
付き、サービスの実
行状況とトラフィ
ックおよび、処理状
況をグラフィック
表示するモニター
画面が表示されま
す。再度選択すると
画面が消去されま
す。
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項目
データベース管理ツ
ール

サーバー稼働時間ロ
グ

実行される機能
[ACT Delux Backup Utility]画面が表示されま
す。自動バックアップや手動バックアップ、復
旧関連の機能を利用できます。詳細な操作方法
については、「■データベース管理ツールの表
示」
（129 ページ）を参照してください。

[サーバー稼働時間ログ]画面が表示
されます。サーバーの開始/終了時
間、稼働時間などの情報を表示でき
ます。詳細な操作方法については、
「■サーバー稼動時間ログの確認」
（128 ページ）を参照してください。

プログラムアップグ
レード

プログラムを最新の状態に保つためのアップグレードが存在する場合、インター
ネット経由でアップグレードが実行されます。詳細な操作方法については、
「●プ
ログラムのアップグレード」
（140 ページ）を参照してください。

サービス終了

サーバープログラムを終了します。サーバーを終了すると、自動的にマネージャ
ープログラムも終了します。
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項目

実行される機能

データベースメモリ
ーサイズ設定

[管理者確認]画面で管理者を選択し、パスワードを入力すると、[データベースメ
モリ設定]画面が表示されます。自動設定される最大メモリーサイズを変更できま
す。通常はサーバーPC のメモリサイズの 1/3 を自動的に登録します。変更した
い場合には[データベース最大設定メモリ容量]の値の範囲内でサイズ変更が可能
です。データベースメモリーサイズを変更した場合はサーバーの再起動が必要で
す。詳細な操作方法については、
「■データベースのメモリサイズ設定」
（130 ペ
ージ）を参照してください。

AutoBarcodestting

会員カードのバーコードを読取ることによって、バーコードの読取り動作を自動
設定します。

メニューを閉じます

サーバーメニューを閉じます。
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Part 2 日常業務の進め方

第 4 章 開店時/交代時/閉店時の処理とスタッフ管理
第 5 章 お客様の入室から退室まで
第 6 章 商品管理
第 7 章 レンタル品管理
第 8 章 資産管理
第 9 章 売上管理
第 10 章 会員管理と未払い管理
第 11 章 クライアント PC 管理
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第 4 章 開店時/交代時
開店時 交代時/閉店時
交代時 閉店時の
閉店時の処理とスタッフ
処理とスタッフ管理
とスタッフ管理
この章では、開店、閉店、勤務交代時の処理業務とスタッフ管理の方法について説明します。

■開店時の処理
開店時には次の手順で開店準備を行います。システムを導入後、初めてマネージャープログラムを起動す
るときは、下記の「導入後最初の起動」を先にお読みください。
1. カウンターPC を起動し、デスクトップの TBManager5 Manager アイコンをダブルクリックしま
す。
2. [使用者ログイン]画面が表示されます。[使用者権限]で開店時にレジを担当する管理者を選択し、[使
用者パスワード]に使用者のパスワードを入力して[確認]ボタンをクリックします。

3. 店舗管理画面が表示されます。業務を開始してください。

●導入後最初の起動
プログラムの導入後、初めて起動するときは次のように操作します。

1. ログイン画面が表示されたら、[使用者権限]で「経営者」を選択し、パスワードに「0000」と入力
します。ただし、TBManger4 からデータをインポートした場合は、以前に使用していただログイン
パスワードを入力してください。
マネージャープログラムが起動し、[準備金]画面が表示されます。
2. レジに準備金として収納する金種のそれぞれの枚数を入力します。金種の枚数は数字を入力欄（①）
直接入力する他、入力欄右側の上下矢印（②）をクリックして増減することもできます。収納金額の
合計は合計欄（③）に自動表示されます。

20

第4章

開店時/交代時/閉店時の処理とスタッフ管理

①

②

③

3. 入力が完了したら[確認]ボタンをクリックします。

■管理者の勤務交代
カウンター管理者が勤務を交代する際にはプログラム使用者の変更を行います。管理者の勤務状況を確認
することもできます。

●管理者の変更
カウンター管理者が交代するときはプログラムの使用者を変更します。使用者の変更は以下の手順で行い
ます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [TBM 使用者変更]
[管理者選択]画面が表示されます。

2. [管理者選択]の欄でカウンター勤務を開始するスタッフの ID（または経営者）を選択します。
3. [パスワード]を入力し、[確認]ボタンをクリックします。
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●管理者の勤務状況の確認
カウンター管理者の勤務状況は以下の手順で確認することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [スタッフログイン履歴]
[職員ログイン内訳]画面が表示されます。

2. 確認する期間を選択します。選択肢の内容は次のとおりです。
一週間：本日を含めた過去 1 週間の状況が表示されます。
一ヶ月：本日を含めた過去 1 ヶ月の状況が表示されます。
期間指定：確認する期間を指定します。開始日付と終了日付の[

]をクリックすると表示されるカレ

ンダーでそれぞれの日付をクリックします。
3. 表示内容の確認が終わったら[確認]ボタンをクリックします。
画面の表示内容は以下のとおりです。リストの項目名をクリックすると、記載内容の昇順または降順にリ
ストを並べ替えることができます。
• 使用者：スタッフ ID
• スタート時間：プログラムの使用を開始した時間
• 終了時間：プログラムの使用を終了した時間
• 使用時間：プログラムを使用した時間。ログインだけでログアウトしていない場合や、プログラムが
正常に終了していない場合は、
「機能なし」と表示されます。
• 日時：以下の形式で勤務内容が表示されます。
Login /Logout(＊＊＊＊)：＊＊＊＊の部分にログアウト時に実行された内容（
「引継ぎ業務」
、
「使用
者変更 」など）が表示されます。
Login /プログラム終了：ログインした使用者がプログラムを終了した場合に表示されます。
• 備考：ログアウト後、次のログインまでマネージャープログラムが実行されていなかった時間が表示
されます。

■引継ぎ業務：売上の集計
カウンター管理者が交代する際に、引継ぎ業務としてレジの収納金を集計することによってプログラム上
の売上金額と実際の現金との整合を保つことができます。レジの引継ぎは随時行うことができますが、店
舗の業務終了時には店舗全体の売上集計を行う決算処理が必要になります。
！重要
複数のカウンターを設置している場合、店舗業務終了時の全体の売上集計処理を行うことができるのはデータ
ベースが稼働しているメインの POS レジだけです。随時の集計処理は各レジごとに行うことができます。

●随時の引継ぎ処理
昼間営業と夜間営業の切替え時など、任意の時点で引継ぎ処理を行ってレジ現金の確認と売上集計を行う
ことができます。
随時引継ぎ処理は以下の手順で行います。
22
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1. 次の操作を行います。
メニューバー：[引継ぎ管理] ＞ [引継ぎ処理]
[引継ぎ業務]画面が表示されます。

2. 売上金額の一部を金庫などに収納するためにレジから現金を取り出す場合は、[現金出金]欄に取り出
す金額を入力します。
3. レジの現金を数えて金種別の枚数を[レジ残金]に入力するか、または[残高値入力]欄にレジの残高を
直接入力します。
4. レジ残金の入力が完了したら[業務差額]が 0 になっていることを確認します。
業務差額が 0 にならない場合など、引継時までの売上記録を確認したい場合は、[記録確認]ボタンをク
リックして[使用記録確認]画面を表示して確認します。[使用記録確認]画面の詳しい操作方法について
は「●売上記録の確認」
（26 ページ）を参照してください。
5. [引継者情報]で、引継ぎ業務を行ったスタッフの ID を選択し、パスワードを入力します。
6. [引継]ボタンをクリックします。
7. 引継金額を確認するメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
8. [日程管理]画面が表示されます。この画面で次の勤務者に申し送りをすることができます。詳しい操
作方法については「●スケジュール管理」
（26 ページ）を参照してください。
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9. 申し送りの登録が済んだら、[閉じる]ボタンをクリックします。

●店舗業務終了時の決算処理
閉店時など日次業務の終了時点では日次決算処理を行い、店舗全体の売上集計を行って翌日への業務引継
ぎを行います。
！注意
複数のカウンター（POS）が設置されている場合は、必ずサブカウンターの決算処理をすべて完了してからメ
インのカウンターの決算を行ってください。

決算処理は以下の手順で行います。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[引継ぎ管理] ＞ [決算]
[店舗 引継ぎ業務]画面が表示されます。

2. 売上金額の一部を金庫などに収納するためにレジから現金を取り出す場合は、[現金出金]欄に取り出
す金額を入力します。
3. レジの現金を数えて金種別の枚数を[レジ残金]に入力するか、または[残高値入力]欄にレジの残高を
直接入力します。
4. レジ残金の入力が完了したら[業務差額]が 0 になっていることを確認します。
業務差額が 0 にならない場合など、引継時までの売上記録を確認したい場合は、[記録確認]ボタンをク
リックして[使用記録確認]画面を表示して確認します。[使用記録確認]画面の詳しい操作方法について
は「●売上記録の確認」
（26 ページ）を参照してください。
5. [引継者情報]で、引継ぎ業務を行ったスタッフの ID を選択し、パスワードを入力します。
6. [決算処理]ボタンをクリックします。
7. 引継金額を確認するメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。[いいえ]をクリックすると
操作をやり直すことができます。
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8. [準備金]画面が表示されます。レジの現金の金種別枚数を入力します。

9. 閉店処理手続きの確認メッセージが表示されます。[確認]ボタンをクリックしてください。
10. [閉店処理の手続き]画面が表示されます。内容を確認したら[閉店]ボタンをクリックしてください。
[キャンセル]をクリックすると操作を中止できます。

11. 閉店処理の確認メッセージが表示されます。閉店してよろしければ[はい]をクリックします。[キャン
セル]をクリックすると操作を中止できます。
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●売上記録の確認
引継ぎ処理または決算処理の画面で[記録確認]ボタンをクリックすると、[使用記録確認]画面で前回引継
ぎ後から今回引継ぎ処理までのレジ単位（随時引継ぎ処理の場合）または店舗単位（決算処理の場合）の
売り上げ記録を確認することができます。
画面各部の内容と機能は以下のとおりです。

[使用期間]：前回引継ぎ処理の日付と今回引継ぎ処理の日付が表示されます。
[PC 使用内訳]ボタン：座席の利用実績のリストが表示されます。
[商品販売内訳]ボタン：商品の販売実績のリストが表示されます。
[未払金内訳]ボタン：会員の未払い金リストが表示されます。
[売上合計内訳]：[収入内訳]－[支出内訳]の金額が表示されます。
[収入内訳]：収入明細が表示されます。
[支出内訳]：支出明細が表示されます。
[エクセル保存]ボタン：Microsoft Excel のデータ形式で売上記録を保存しておくことができます。この
ボタンをクリックするとあらかじめ指定した保存先に現在表示されているリストの内容が保存されます。
[ヘルプ]ボタン：この画面のヘルプが表示されます。
[閉じる]ボタン：画面を閉じます。

●スケジュール管理
スタッフ間で連絡事項を交換するためにスケジュール管理機能を使用します。お知らせ機能を指定してプ
ログラム画面上に[日程管理]画面を自動的に表示させることもできます。引継ぎ処理の際に引継ぎ先のス
タッフに申し送りをしたり、各スタッフへの業務連絡事項を伝えたりするのに使用できます。
以下の手順で使用します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[引継ぎ管理] ＞ [スケジュール管理]
[日程管理]画面が表示されます。
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2. 連絡内容の[タイトル]と[内容]を入力します。
3. [登録者]の欄で連絡内容を登録するスタッフの ID を選択します。
4. 連絡したい日付と時刻を選択します。[日程管理]画面を自動的に表示させたい場合は、[お知らせ]に
チェックを付けます。
5. [登録]ボタンをクリックすると登録内容が業務連絡リストに表示されます。
一度リストに登録した内容をリスト上でクリックして選択し、[修正]ボタンまたは[削除]ボタンをクリ
ックして、修正、削除を行うことができます。
6. 登録した連絡内容は指定した日付時刻以降に[日程管理]画面に表示されます。連絡内容を読んだスタ
ッフは[確認者]の欄で自分の ID を選択し、[連絡確認]ボタンをクリックします。
7. 連絡が完了したかどうかは、[連絡完了リスト]ボタンをクリックすると[業務連絡完了リスト]画面が
表示され、確認できます。

定期業務連絡
同一の業務連絡を定期的（例：毎週日曜日）に行いたい場合は、[日程管理]画面で以下の操作を行います。
1. [連絡周期]ボタンをクリックします。[業務連絡周期登録]画面が表示されます。
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2. [タイトル]、[内容]、[登録者]を入力します。
3. [周期区分]で、毎日、毎週、毎月のいずれかを選択します。
[毎日]を選択した場合：続けて時刻を選択します。
[毎週]を選択した場合：[周期間隔]で曜日を選択し、時刻を指定します。
[毎月]を選択した場合：[周期間隔]で月内の日付（1 日～31 日）を選択し、時刻を指定します。
4. 連絡内容を指定した日付時刻に自動表示したいときは、[お知らせ]にチェックを付けます。
5. [登録]ボタンをクリックすると、リストに登録内容が表示されます。
一度リストに登録した内容をリスト上でクリックして選択し、[修正]ボタンまたは[削除]ボタンをクリ
ックして、修正、削除を行うことができます。
6. [閉じる]をクリックすると画面が閉じます。

■スタッフの登録/修正
経営者以外のスタッフを登録します。登録が完了すると、業務引継ぎや勤怠管理ができるようになります。
！重要
経営者以外のスタッフに店舗の運営/管理をまかせるためには、店舗運営を開始する前に、店舗の運営権限をス
タッフに付与しておく必要があります。詳しい操作方法については、
「●運営権限」
（119 ページ）を参照して
ください。

●新規登録
1. 次のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [スタッフ登録/修正]

ツールバー：

＞ [スタッフ登録/修正]

2. [職員登録/修正]画面が表示されます。[新規登録]にチェックを付けます。
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3. [スタッフ ID]を英数字 4～8 文字の範囲で入力し、[重複チェック]ボタンをクリックします。
他のスタッフと ID が重複している場合は、警告メッセージが表示されるので入力し直します。
4. [パスワード]を英数字 4～8 文字の範囲で入力し、同じ内容を確認のために[パスワード確認]に再度
入力します。ここで指定したパスワードは、プログラムを起動する場合や、使用者変更を行う際に使
用します。
5. [職位レベル設定]でスタッフの職位（経営者、支配人、スタッフ、アルバイト）を選択します。
！重要
経営者以外のスタッフの職位を「経営者」に設定すると、経営者と同等の権限でプログラムを使用することが
できます。

6. スタッフの[名前]、[メールアドレス]、[電話番号]（固定電話）
、[携帯番号]、[現住所]を入力します。
7. スタッフが使用する[バーコード No,]を入力します。[バーコード自動生成]にチェックを付けると、
他と重複しないバーコード番号が自動生成されます。
8. [新規登録]ボタンをクリックします。登録したスタッフが画面上部のリストに表示されます。
[バーコード印刷]ボタンをクリックすると、スタッフ全員の名前とバーコードが印刷されます。
スタッフバーコードは、入退店処理、商品販売、レンタル品貸出の際に利用できます。
9. [閉じる]ボタンをクリックすると画面が閉じます。
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●登録の修正/削除
1. [職員登録/修正]画面のリストから修正または削除したい職員をクリックして選択します。選択した登
録内容が各入力欄に表示されます。
！重要
この画面ではパスワードの修正はできません。パスワードの修正については、「●スタッフパスワードの変更」
（次項）を参照してください。

2. リストから削除する場合は[削除]ボタンをクリックします。修正する場合は入力内容を修正した上で
[修正]ボタンをクリックします。
3. [閉じる]ボタンをクリックすると画面が閉じます。

●スタッフパスワードの変更
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [スタッフパスワード変更]
[パスワード変更]画面が表示されます。

2. [管理者]でスタッフ ID を選択します。
3. [現在のパスワード]を入力します。
4. [新しいパスワード]を入力し、確認のため[パスワード再確認]に同じパスワードを再度入力します。
5. [確認]ボタンをクリックします。

■スタッフの勤怠管理
スタッフ全員の勤怠管理を行うことができます。

●勤怠管理
業務の開始/終了、休憩の開始/終了を記録し、記録内容を検索できます。
1. 次のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [スタッフ勤怠管理]

ツールバー：

＞ [スタッフ勤怠管理]

2. [勤怠管理]画面が表示されます。
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3. スタッフバーコードを読み込みます。スタッフ ID と名前が表示されます。
4. [業務開始]、[業務終了]、[休憩開始]、[休憩終了]のいずれかをクリックします。
5. [閉じる]ボタンをクリックすると画面が閉じます。

勤怠記録の検索
勤怠記録をスタッフ別、期間別で検索し、リスト表示できます。
1. [勤怠管理]画面で勤怠記録を検索する期間を指定します。
一日、一週間、期間指定のいずれかを選択できます。
2. スタッフの名前、業務分類（業務開始、業務終了、休憩開始、休憩終了）を選択します。「すべて」
を選択すると、スタッフ全員またはすべての業務分類をリスト表示できます。
3. [検索]ボタンをクリックします。勤怠記録がリスト表示されます。

●勤怠時間管理
各スタッフの労働時間をリスト表示できます。
1. 次のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [スタッフ勤怠時間管理]

ツールバー：

＞ [スタッフ勤怠時間管理]

2. [勤怠時間管理]画面が表示されます。

3. 勤怠時間記録を検索する期間を指定します。一日、一週間、期間指定のいずれかを選択できます。
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4. スタッフの職位、名前を選択します。「すべて」を選択すると、スタッフ全員またはすべての職位を
リスト表示できます。
5. [検索]ボタンをクリックします。勤怠時間記録がリスト表示されます。
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第 5 章 お客様の
客様の入室から
入室から退室
から退室まで
退室まで
この章では、お客様が入室してから退室するまでの一連の業務（入室処理、商品の販売、レンタル品の貸
与、料金プランの変更、サービス時間の延長、座席の移動、退室処理）に関連する操作方法を説明します。

■入室処理
お客様の入室から座席の使用開始までの入室時処理を以下の手順で行います。
！重要
ビリヤード席など、複数のお客様が入室できる座席には下図のマークが表示されます。この座席に対しては以
下の操作を使用人数分だけ繰り返し行うことができます。ビリヤード席などのコーナーの設定については「■
座席のブース設定」（111 ページ）を参照してください。

複数入室可のマーク

1. お客様から会員カードを受け取ります。

をクリックして会員登録を行いま
会員カードのない新規のお客様の場合は、会員登録ボタン
す。操作方法は「■会員の新規登録」
（78 ページ）を参照してください。
会員カードを紛失してしまったお客様の場合は、会員カードの再発行を行います。操作方法は「 会員
カードの再発行、登録更新」
（84 ページ）を参照してください。
2. お客様が希望する座席をクリックします。
入室処理画面が表示されます。

ツールバーの[待機中 PC]ボタン をクリックすると、使用中の座席番号表示が一時的に消え、空き
座席だけが表示されます。同じボタンをクリックすると元に戻ります。
座席選択画面は、初期設定時のすべての座席が縦横に一覧表示される「メイン画面構成」の他に、店舗
フロア全体の座席配置を表示する「フロア画面構成」
、ネットカフェ以外の施設（ビリヤード席など）
をコーナー別に表示する「コーナー画面構成」
、店内レイアウトを図示した「店内マップ」を利用でき
ます。詳細については「■座席の配置構成の設定」
（112 ページ）を参照してください。
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選択した座席が違っていた場合は、[キャンセル]をクリックして座席を選択し直してください。

3. 会員カードのバーコードを読み込みます。
会員情報が表示されます。

バーコードの読込みがうまくいかない場合や、お客様が会員カードを忘れてしまった場合は、[会員検
索]ボタンをクリックしてお客様の会員情報を検索し、該当する会員のデータをダブルクリックすると
会員情報を設定できます。会員検索の操作方法は「●詳細検索機能による検索と修正」
（85 ページ）
を参照してください。
会員カードを紛失してしまったお客様に対しては、[カード再発給]ボタンをクリックしてカードの再発
行ができます。操作方法は「 会員カードの再発行、登録更新」
（86 ページ）を参照してください。
未収金があるお客様については、[未収金合計]に金額が表示されます。[詳細表示]ボタンをクリックし
て未収金処理を行うことができます。操作方法は「■退室処理（利用料の精算と未払い処理/割引処理）
」
（43 ページ）を参照してください。
会員の利用履歴を見たいときは、[会員詳細]ボタンをクリックします。
[会員メモ]に会員に関するメモが表示されます。[編集]ボタンで内容を編集したり、[メモ削除]ボタン
で削除したりできます。操作方法は「■会員の新規登録」
（78 ページ）を参照してください。
[ブラック会員]ボタンをクリックすると、ブラック会員であるかどうか確認できます。
4. 料金体系を料金ボタンから選択してクリックします。
選択した料金体系が売上リストに表示されます。

売上リストに料金制が表示されま
す。

売上リストの変更/削除ボタン

料金ボタン

料金ボタンに入室する会員が選択できる料金体系が表示されていない場合は、[設定]をクリックします。
表示された画面で料金ボタンに必要な料金体系を登録します。
選択した料金体系を変更、削除したいときは、売上リストに一覧表示されている料金体系をクリックし
て選択し、[変更]ボタンまたは[削除]ボタンをクリックします。
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5. 入室する前に商品の販売やレンタル品の貸出を求められた場合は、[商品販売]ボタンまたは[レンタル
貸出]ボタンをクリックします。それぞれの操作方法については「■商品の販売」
（37 ページ）また
は「■レンタル品の貸出」（40 ページ）を参照してください。
6. 商品を販売した場合、商品販売区分を前払いにするか後払いにするかを選択します。
7. [入室確認]をクリックします。
レシートプリンターで入店伝票などが印刷されます。また、座席表示が下図のように変化します。

■座席の状態表示と管理
入室前のクライアント PC の状態や入室後の積算料金、お客様の商品購入状況などは座席表示で確認する
ことができます。クライアント PC のコントロール方法の詳細については、
「第 11 章 クライアント PC
管理」（90 ページ）を参照してください。

●通信状態
クライアント PC の電源が ON になっていて、サーバーと正常に接続されているときは、下図のマークが
表示されません。

クライアント PC がサーバーと接
続されていません。

●ロック表示
クライアント PC にロックがかかると、PC の画面は待機画面になり何も操作できなくなります。ロック
をかける方法としては、自動ロックおよび手動ロック/ロック解除があります。
• 自動ロック
お客様が入室するとロックが解除され、退室するとロックがかかります。鍵のマークは表示されませ
ん。

•

使用前の座席
使用中の座席
手動ロック
手動操作で強制的にロックがかけられている状態です。
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手動ロック解除
手動操作でロックが解除されている状態です。

●使用中座席表示
使用中の座席は次のように表示されます。
•

後払いお客様画面
選択した料金体系に従って積算料金が表示されます。画面上のマークには以下のような機能や意味が
あります。

後払い商品購入済み

グループ設定表示
時計マーク

時計マーク
お客様が入室中であることを示しています。クリックすると退室処理が実行されます。入室中に料金体
系を変更したり、入室時刻を変更したりすると黄色に変化します。
グループ設定表示
グループで入室していることを示します。ビリヤード席など複数入室が可能な座席の場合のみ表示され
ます。
商品購入状況
商品を購入するとこのマークが表示されます。ただし、前払いで販売した場合は商品購入済みのアイコ
ンは表示されません。
先払い定額お客様画面
指定利用時間内は先払いした利用料金が表示されます。指定時間を超えたり、先払い料金外の利用料
が発生した場合は、先払い料金と超過利用料が合算された料金が表示されます。

•

残り時間表示

残り時間表示
先払い利用料金内の利用中は棒グラフで残り時間が表示されます。
！重要
先払い定額料金体系に「自動精算締め切り」が設定されていると、超過料金は表示されずに指定利用時間が終
了すると自動的に退室処理が開始されます。
「追加金額表示、連続使用」が設定されている場合だけ超過料金が
表示されます。詳細については「●料金のオプション設定」（109 ページ）を参照してください。
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●座席数表示
画面右上に使用中の座席の数と未使用の座席の数が表示されています。
この数値表示はマウスでドラッグすることによって見やすい位置に移動できます。

未使用座席数

使用座席数

■商品の販売
商品の販売は、入室処理時を含めていつでも行うことができます。商品の販売は以下の手順で行います。

●入室処理時の商品販売
1. [入室処理]画面で[商品販売]ボタンをクリックします。
[商品販売]画面が表示されます。

2. 商品のバーコードを読み込み、個数を入力します。個数が 1 個の場合は個数入力は不要です。個数の
入力に個数入力ボタンを使用することもできます。
3. 販売する商品の数だけ手順 2 を繰り返します。個数が確定した商品のリストが下部の売上リストに表
示されます。
4. 前払いか後払いかを選択します。
5. 前払いを選択した場合は、お預かりした料金を[お預かり金]の欄に入力します。
6. [販売]ボタンをクリックします。前払いの場合はお釣りとレシートを渡します。
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●入室処理時以外での商品販売
1. 店舗管理画面で Enter キーを押し、画面切替ボタンの最下部にあるバーコード入力欄でカーソルが点
滅していることを確認します。

バーコード入力カーソルの点滅位置

2. 商品のバーコードを読み込みます。
[商品販売]画面が表示されます。
3. 会員バーコードを読み込みます。
4. 商品の個数を入力します。個数が 1 個の場合は個数入力は不要です。個数の入力に個数入力ボタンを
使用することもできます。
5. 他の商品も販売する場合は、次の商品バーコードを読み込んで、販売する商品の数だけ手順 4 を繰り
返します。個数が確定した商品のリストが下部の売上リストに表示されます。
6. 支払条件（前払い、後払いなど）を選択します。
！重要
スタッフが商品を使用する場合は[お店用]。無料でサービスする場合は[無料]を選択します。これらの場合は、
手順 8 の操作で画面をそのまま閉じてください。

7. 前払いを選択した場合は、お預かりした料金を[お預かり金]の欄に入力します。[後払い]、[お店用]、
[無料]を選択した場合は金額を入力しないでください。
8. [販売]ボタンをクリックします。前払いの場合はお釣りとレシートを渡します。
！重要
利用中の座席を右クリックして表示されるメニューから[商品販売（後払い）]を選択して後払いで商品を販売
することもできます。

●後払い販売商品の返品/交換
後払いで販売した商品が返品になったり、別の商品との交換を依頼された場合は以下の手順で対応します。
1. 利用中座席を右クリックし、メニューを表示させます。
2. [販売済み商品管理]を選択します。[お客様別販売終了後払い商品管理]画面が表示されます。
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3. 返品または商品交換を依頼された商品をクリックして選択します。
4. 返品などで売上を取り消す場合は[売上取消]ボタンをクリックします。警告メッセージが表示される
ので[はい]をクリックすると売上が取り消されます。
5. 商品の交換を依頼された場合は[商品交換]ボタンをクリックします。[商品交換]画面が表示されます。

6. 交換する商品を選択して[確認]ボタンをクリックします。交換した商品がリストに表示されます。
7. [確認]ボタンをクリックすると変更内容が登録され画面が閉じます。変更内容を取り消す場合は[キャ
ンセル]ボタンをクリックしてください。

●フード注文の受付け
座席のクライアント PC からフードの注文を受けることができます。フード注文は以下の手順で処理しま
す。
1. クライアント PC からフード注文が送られると、注文内容がリスト表示された[注文商品情報]画面が
表示されます。

2. フード部門にオーダーが完了したら[注文番号]の欄にチェックを付け[受付確認]をクリックします。
[販売内容確認]メッセージが表示されます。
3. [はい]をクリックすると、お客様のクライアント PC に注文を受付けたことを知らせるメッセージが
表示されます。
4. [閉じる]をクリックして画面を閉じます。
処理途中で誤って画面を閉じてしまったときは、注文を受けた座席を右クリックし、メニューから[注
文商品管理]を選択すると、同じ画面を再表示できます。
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■レンタル品の貸出
レンタル品の貸出は入室処理時や座席の利用中に行うことができます。

●入室処理時の貸出
1. [入室処理]画面で[レンタル貸出]ボタンをクリックします。
[レンタル貸出]画面が表示されます。

2. レンタル品のバーコードを読み込み、個数を入力します。個数が 1 個の場合は個数入力は不要です。
個数の入力に個数入力ボタンを使用することもできます。
3. 貸出すレンタル品の数だけ手順 2 を繰り返します。個数が確定したレンタル品のリストが下部の売上
リストに表示されます。
4. [貸出]ボタンをクリックします。貸出レシートが印刷されます。

●入室処理時以外での貸出
1. 店舗管理画面で Enter キーを押し、画面切替ボタンの最下部にあるバーコード入力欄でカーソルが点
滅していることを確認します。

バーコード入力カーソルの点滅位置

2. レンタル品のバーコードを読み込みます。
[レンタル品貸出]画面が表示されます。
[レンタル品貸出]画面は以下の方法でも表示することができます。
・利用中の座席を右クリックして表示されるメニューから[レンタル品貸出]を選択する。
・店舗管理画面のツールバーで[レンタル品貸出]ボタン

をクリックする。

3. 会員バーコードを読み込みます。
4. レンタル品の個数を入力します。個数が 1 個の場合は個数入力は不要です。個数の入力に個数入力ボ
タンを使用することもできます。
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5. 他のレンタル品も貸出する場合は、次のレンタル品バーコードを読み込んで、貸出するレンタル品の数だ
け手順 4 を繰り返します。個数が確定したレンタル品のリストが下部の売上リストに表示されます。
6. [貸出]ボタンをクリックします。貸出レシートが印刷されます。

●レンタル品の返却
貸出したレンタル品の返却受付けは以下のように行います。
1. 利用中の座席を右クリックして表示されるメニューから[貸出リスト及び返却処理]を選択します。[顧
客別レンタル品管理]画面が表示されます。

2. リストから返却されたレンタル品を選択してクリックします。複数のレンタル品が返却された場合は、
Ctrl キーを押しながらクリックすると複数のレンタル品を選択できます。
3. [返却]ボタンをクリックします。

■グループ設定
グループで来店したお客様が各自別の座席に入室した場合に、グループで精算する必要がある場合は、以
下の手順で座席のグループ設定を行います。
1. グループ設定する座席をキーボードの Ctrl キーを押しながらクリックします。座席の周囲に青色の枠
が表示されます。
2. 青色の枠が表示された座席の 1 つを右クリックするとメニューが表示されます。
3. メニューから[グループ設定]を選択します。グループ設定された座席には下図のようにグループ設定
マークが表示されます。マークの色はグループ毎に異なります。

グループ設定
グループ設定マーク

グループ設定を解除する場合は解除する座席をキーボードの Ctrl キーを押しながらクリックします。
座席の周囲に青色の枠が表示されたら、右クリックしてメニューを表示します。表示されたメニューで
[グループ解除]を選択します。
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■料金プランの設定/変更
座席の利用中に料金プランを変更することができます。前払い定額料金制とその他の料金制では変更方法
が異なります。前払い料金制を後払い料金制に変更することはできません。

●前払い定額料金制のプラン変更
初期状態では、前払いした利用時間が経過した後もそのまま継続利用し、追加料金が座席に表示される設
定になっています。この設定を利用時間に達すると自動的に精算されるように変更できます。
1. 料金プランを変更する座席を右クリックします。メニューが表示されます。
2. [前払い料金制]を選択します。
3. [追加料金表示、継続使用]または[計算を自動で締切]をクリックします。クリックした方にチェック
マークが付きます。

●後払い料金制のプラン変更
会員の選択可能な料金制の範囲で料金プランを変更できます。
1. 料金プランを変更する座席を右クリックします。メニューが表示されます。
2. [その他料金分類/変更]を選択します。
3. 料金分類を選択します。[一般後払い料金制]、[会員後払い料金制]、[座席後払い料金制]または[無料
料金制]をクリックします。
4. 各料金分類の料金プランから変更先の料金プランをクリックして選択します。

■サービス時間の追加
あらかじめ指定した時間範囲内で座席に無料のサービス時間を追加することができます。
1. 座席を右クリックして表示されるメニューで[サービス時間]を選択します。[サービス時間設定]画面
が表示されます。

2.

店舗運営設定で設定した範囲内でサービス時間を入力し、[確認]ボタンをクリックします。「サービ
ス時間 XX 分」と座席に表示されます。
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■座席の移動
利用中の座席を移動して変更することができます。その場合、利用時間はそのまま継続してカウントされ
ます。座席の移動は次の手順で行います。
1. 移動する座席をマウスで移動先の座席の位置までドラッグします。下向きの矢印が表示されるのでマ
ウスのボタンを離します。

2. 移動先の座席が利用中の表示になり、元の座席に清掃マークが表示されます。
3. 清掃が完了したら、清掃マークをクリックし、[清掃完了]画面で[はい]をクリックします。
！重要
座席の移動は退席処理画面で、[座席変更]ボタンをクリックすることによって行うこともできます。しかし、
上記の方法で行った方が移動先を誤って指定するなどの誤操作を防ぐことができます。

■退室処理（利用料の精算と未払い処理/割引処理）
座席の利用終了時に退室処理を行います。個人で精算する場合とグループで精算する場合で手順が異なり
ます。退室処理の手順は次のとおりです。

●個人精算の場合
1. 店舗管理画面で Enter キーを押し、画面切替ボタンの最下部にあるバーコード入力欄でカーソルが点
滅していることを確認します。

バーコード入力カーソルの点滅位置

2. 会員バーコードを読み込みます。[退室処理]画面が表示されます。
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この他に以下の方法で退室処理を開始することができます。
・利用中座席の左上にある時計マークをクリックする。
・[チェックアウト]ボタン

をクリックしてから会員バーコードを読込む。

3. 未収金が発生する場合は、以下の手順で未収金処理を行います。
1) [未収入力]ボタンをクリックします。[未集金]画面が表示されます。

2) [発生理由]を入力します。ここで入力した内容は次回来店時に会員メモとして表示されます。
発生理由としてよく使われる言葉、例えば「手持ち現金が不足」などをよく使う言葉としてメモ登録し
ておくと、ワンタッチで入力できます。[よく使われるメモ登録]にチェックを付け、メモ登録ボタンを
クリックすると[メモ入力]画面が表示されます。よく使う言葉を入力し[確認]ボタンをクリックしてく
ださい。メモ登録ボタンに言葉が登録されます。
3) 右側のテンキーを利用して[未収金額]を入力します。
4) [確認]ボタンをクリックします。入力内容を無効にする場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。
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4. 割引を行う場合は、以下の手順で割引処理を行います。
1) [割引]ボタンをクリックします。[割引処理]画面が表示されます。

2) [発生理由]を入力します。
発生理由としてよく使われる言葉、
例えば
「早朝割引」
などをよく使う言葉としてメモ登録しておくと、
ワンタッチで入力できます。[よく使われるメモ登録]にチェックを付け、メモ登録ボタンをクリックす
ると[メモ入力]画面が表示されます。よく使う言葉を入力し[確認]ボタンをクリックしてください。メ
モ登録ボタンに言葉が登録されます。
3) 右側のテンキーを利用して[割引金額]を入力します。
4) [確認]ボタンをクリックします。入力内容を無効にする場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。
5. クーポン割引を適用する場合は、以下の手順でクーポン割引を行います。
1) [クーポン割引]ボタンをクリックします。[割引処理]画面が表示されます。

2) クーポンのバーコードを読込みます。クーポン名とクーポン金額が表示されます。
3) [適用]をクリックします。
6. 領収証の発行が必要な場合は、[領収証発行]にチェックを付けます。
7. お預かり金をテンキーで入力し、お釣を確認します。
8. [退室確認]ボタンをクリックします。キャッシュドロワーが開き、レシートが印刷されます。
9. レシートとお釣をお客様に渡します。
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●グループ精算の場合
グループ設定されている座席についてはグループ精算を行います。
1. 店舗管理画面で Enter キーを押し、画面切替ボタンの最下部にあるバーコード入力欄でカーソルが点
滅していることを確認します。

バーコード入力カーソルの点滅位置

2. グループ内の一人の会員バーコードを読み込みます。[グループ精算]画面が表示されます。

この他に以下の方法でグループ精算処理を開始することができます。
・利用中座席の左にあるグループマークをクリックする。
・[グループ精算]ボタン

をクリックしてから会員バーコードを読込む。

3. グループ全員の精算を代表者が合算で行う場合は、[代表者精算]にチェックを付け、[指定]欄でグル
ープ内の会員の一人を選択します。
4. 割引処理を行う場合は、[合計]欄に割引額を合計額から差し引いた金額を入力します。[割引]欄に割
引額が表示されます。
割引を取り消す場合は、[割引取消]ボタンをクリックします。
5. [お預かり金]を入力し、お釣りを確認します。
6. [計算締切]ボタンをクリックします。キャッシュドロワーが開き、レシートが印刷されます。
7. レシートとお釣をお客様に渡します。
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■座席の清掃
退室処理終了後に座席の清掃を行います。座席の清掃状況の管理は以下のように行います。

●清掃終了の確認
清掃終了の確認は以下の手順で行います。
1. 退室処理が完了した座席にゴミ箱が表示されます。

2. ゴミ箱をクリックします。[清掃確認]画面が表示されます。
！重要
店舗の運営設定で[清掃チェック機能を使用]を選択していない場合は、[清掃確認]画面の代わりに清掃完了の
確認メッセージだけが表示されます。この場合は清掃作業についての記録は保存されません。

3. スタッフコードをスキャナで読み込み、確認事項などがある場合は[メモ]を入力します。
4. [確認]ボタンをクリックします。

●清掃状況の確認
清掃状況は[清掃管理]画面で確認できます。

1. 店舗管理画面のツールバーで[清掃業務検索]ボタン

をクリックします。[清掃管理]画面が表示さ

れます。

2. 表示したい清掃記録の期間（[一日]、[一週間]、[一ヶ月]、または指定期間）、担当スタッフの ID、座
席名を設定し、[検索]ボタンをクリックします。清掃記録が表示されます。
3. [閉じる]をクリックして画面を閉じます。
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第 6 章 商品管理
この章では、販売用の商品の登録や在庫管理の方法を説明します。

■商品の登録と台帳管理
商品の販売や在庫管理を行うためには、最初に商品を登録する必要があります。登録した商品のうち、販
売対象から外す商品を指定することもできます（台帳管理機能）
。

●商品の登録
商品の登録は以下の手順で行います。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[商品管理] ＞ [商品登録]
商品管理画面のツールバー：[商品登録]ボタン
[商品登録]画面が表示されます。

2. 商品に印刷されているバーコードを読込みます。バーコードの印刷されていない商品（例：コピーな
どの OA サービス）については、バーコードをキー入力するか、または[バーコード自動作成]にチェ
ックを付けて自動生成します。
3. [商品分類]を選択します。登録する商品が既存の分類に該当しない場合は、商品分類を追加、修正し
ます。詳しい手順については「

商品分類の設定」
（49 ページ）を参照してください。

4. [商品名]と[販売価格]を入力します。
5. [登録]ボタンをクリックすると、[商品登録リスト]に入力した内容が表示されます。
登録リストの修正を行う場合は、リストから対象の商品をクリックして選択します。登録内容が各入力
欄に表示されるので内容を修正し、[修正]ボタンをクリックします。
登録リストの商品を削除する場合は、リストから対象の商品をクリックして選択し、[削除]ボタンをク
リックします。
6. [確認]ボタンをクリックすると、画面が閉じます。
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商品分類の設定
1. [商品登録]画面で[分類選択]ボタンをクリックします。[商品分類登録]画面が表示されます。

2. 各ボタンで以下のように商品分類の追加、修正、削除を行います。
ボタン名
大分類追加
小分類追加

名称修正
選択
フード設定

保存

削除

機能
大分類を追加します。このボタンをクリックすると、リストの最下行に「大分類」が追加
されます。適切な名前に変更してください。
大分類の下位に小分類を追加します。小分類を追加する大分類を選択してからこのボタン
をクリックすると、大分類内の最下行に「小分類」が追加されます。適切な名前に変更し
てください。
分類の名前を変更できます。変更する分類を選択してこのボタンをクリックすると名前を
入力できます。
分類を選択してクリックすると、[商品分類登録]画面が閉じて、選択した分類が[商品登録]
画面の[商品分類]に表示されます。
分類を選択してこのボタンをクリックすると、選択された分類の末尾に「(Food)」と表示
されます。注文を受けてから商品を引き渡すまでに一定時間を要する調理品を分類するの
に使用します。
分類の現在の表示状態を保存します。分類のリストに変更を加えた場合は必ずクリックし
てください。[保存]ボタンをクリックせずに画面を閉じると変更内容はキャンセルされま
す。
分類を選択してこのボタンをクリックすると削除されます。大分類を削除すると、下位の
小分類もすべて削除されるので注意してください。

3. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

●台帳管理
登録した商品のリストや登録バーコードの確認をしたり、商品を非販売商品として販売管理リストから外
したりすることができます。
1. 商品管理画面のツールバーで[台帳管理]ボタン

をクリックします。

[商品台帳管理]画面が表示されます。

2. 商品を非販売商品に指定し、商品販売リストに表示されないようにする場合は、行の先頭にチェック
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を付け、[クライアントに販売]欄の矢印をクリックして「非販売」を選択します。
3. 商品のバーコードを印刷して確認する場合は、リストの商品をクリックして選択し、[バーコード出力]
をクリックします。全ての商品のバーコードを一度に印刷する場合は、[全てバーコード印刷]にチェ
ックを付け、[バーコード出力]をクリックしてください。
4. リストに変更を加えた場合は、[変更内容保存]ボタンをクリックします。このボタンをクリックしな
いとリストの変更内容は登録されません。
5. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

■商品の販売内訳
各商品の販売状況を期間、商品、販売者、販売内容などの検索条件で検索して表示できます。
1. 商品管理画面で[販売内訳]ボタン

をクリックします。[販売内訳]画面が表示されます。

2. 以下の手順で販売内訳の検索条件を設定します。複数の検索条件を組み合わせて設定できます。
1) [期間]にチェックを付け、日付欄の[ ]をクリックして日付の範囲を直接入力するか、または[一日]、
[一週間]、[一ヶ月]のいずれかを選択します。
2) 商品を指定するときは、[商品]にチェックを付けます。商品分類の範囲や商品名を選択できます。
3) 販売時の管理者を指定するときは、[管理者]にチェックを付け管理者名を選択します。
4) 販売のタイプを指定するときは、[販売類型]にチェックを付け、販売類型（現金販売、後払い販売、
お客様サービス、職員サービス、未収金、待機者販売、売上取消）を選択します。
3. [検索]ボタンをクリックします。検索された販売内訳が右側のリストに表示されます。また、合計欄
に現在リストに表示されている販売内訳の合計値が表示されます。表示される合計値は以下のとおり
です。
販売総額：商品販売の売上総額
総純利益：売上から仕入額を差し引いた利益
総販売数量：販売およびサービスに要した商品の総数
総サービス数量：サービスした商品の総数
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■入庫管理
商品の入庫処理と入庫状況の確認を行うことができます。

●入庫処理
商品の入庫処理は以下のように行います。全商品の入庫を一度に処理する一括入庫処理も可能です。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[商品管理] ＞ [商品入庫管理]
商品管理画面のツールバー：[入庫管理]ボタン
[商品]画面が表示されます。

2. 画面左側の入力領域で[入庫]をクリックします。
3. 商品に印刷されているバーコードを読込みます。あらかじめ登録した商品分類が[商品分類]に、商品
名が[商品選択]に、販売単価が[販売価格]にそれぞれ表示されます。
未登録の商品を入庫するときは、[登録]ボタンをクリックし、[商品登録]画面で登録することができま
す。
バーコードのない商品やバーコードが読み込めない商品の場合は、商品の[商品分類]を選択し、[商品
選択]欄の[ ]をクリックして表示されるリストから選択することもできます。
4. [商品個数（個/1BOX）]に 1 箱あたりの個数を入力します。
5. [入庫数（BOX）]に入庫する箱の数を入力します。
6. 商品の端数を入力します。[入庫商品数（個）]に商品の総個数が表示されます。
7. 商品の 1 個あたりの入庫単価を[入庫単価（個）]に、箱単価を[入庫単価（BOX）]に入力します。入
庫単価は一度入力すると、同一商品を次回入庫する際には自動的に同じ価格が表示されます。
8. 入庫処理に関するメモが必要な場合は[メモ]に入力します。
9. [入庫確認]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されます。
10. [はい]をクリックし、[OK]をクリックすると、入力した内容が画面右側のリストに表示されます。
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入庫修正
直前の入庫内容は修正することができます。
1. [入庫管理]画面右側のリストで修正したい入庫情報をクリックします。
2. 選択した入庫情報が画面左側の入力領域に表示されるので、修正内容を入力します。
3. [直前入庫修正]をクリックします。
4. 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックすると入庫情報が修正されます。

一括入庫処理
入庫する商品の個数を一度に登録することができます。ただし、入力できるのは個数または箱数だけです。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・[入庫管理]画面右側のリストをダブルクリックする。
・商品管理画面のツールバー：[一括入庫]ボタン
・メニューバー：[商品管理] ＞ [一括入庫処理]
[一括入庫処理]画面が表示されます。

2. [入庫数（BOX）]に商品の入庫箱数、[入庫数（個）]に商品の端数を入力します。ただし、入庫箱数
は一箱あたりの個数があらかじめ登録されていなければ入力できません。
3. 入力した内容に対応して[入庫商品数（個）]が自動計算されて表示されます。
4. [適用]をクリックします。[適用]をクリックしないと入力した個数が登録されません。
5. 確認メッセージが表示されるので[はい]をクリックし、続けて[OK]をクリックします。
6. [閉じる]ボタンをクリックします。画面が閉じて、入力した入庫情報がリストに表示されます。

●入庫情報の確認
過去の入庫情報を検索することができます。
1. 画面左側の入力領域で[検索]をクリックします。画面右側の上部に[仕入情報検索]欄が表示されます。
2. 仕入情報を検索する条件を入力します。検索条件は組み合わせて設定することができます。
・仕入情報を日付で検索する場合は、[仕入日]にチェックを付け、日付の範囲を指定します。
・商品分類で検索する場合は[商品]にチェックを付け、商品分類の範囲を選択します。
・仕入情報を入力した管理者別に検索する場合は、[管理者]にチェックを付け管理者を選択します。
3. [検索]ボタンをクリックします。リストに検索結果が表示されます。
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■在庫管理
在庫内訳、損失処理、入出庫内訳、損失内訳の各機能によって、商品在庫の確認と在庫数量の訂正を行う
ことができます。

●在庫内訳の確認
商品別に現在の在庫状況を表示できます。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[商品管理] ＞ [商品在庫管理]
商品管理画面のツールバー：[在庫管理]

＞ [在庫内訳]

[在庫内訳]画面が表示されます。

2. 商品分類で表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[商品]にチェックを付け、商品分類の範囲
を選択し、[検索]ボタンをクリックします。
3. リスト上の商品をクリックして選択すると、画面左側の領域に商品ごとの在庫状況が縦に表示されます。

●損失処理
商品の紛失などによって実在庫と在庫数量が一致しないときには商品ごとに損失処理を行います。
1. 商品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニューから[損

失処理]を選択します。
[損失処理]画面が表示されます。

2. 商品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[商品]にチェックを付け、商品分
類の範囲を選択し、[検索]ボタンをクリックします。
3. リスト上の商品をクリックして選択すると、画面左側の領域に商品ごとの在庫状況が縦に表示されます。
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4. [現在 BOX 数]に実在庫の箱の数、[現在数（個）]に実在庫の端数を入力します。損失数などが自動
的に表示されます。
5. [損失理由]を入力します。
6. [損失登録]ボタンをクリックします。損失が登録されます。

一括損失処理
商品を一度に損失処理することができます。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・[損失処理]画面右側のリストをダブルクリックする。
・商品管理画面のツールバー：[一括損失]ボタン
・メニューバー：[商品管理] ＞ [一括損失処理]
[全体在庫確認]画面が表示されます。

2. [現在在庫数（BOX）]に実在庫の箱数、[現在在庫数（個）]に実在庫商品の端数を入力します。入力
した内容に対応して[損失数（BOX）]などが自動計算されて表示されます。
！重要
この画面では、上記 2 箇所の項目だけ入力できます。損失理由などをメモ入力する場合は、通常の損失処理を
行ってください。

3. [適用]をクリックします。[適用]をクリックしないと入力した個数が登録されません。
4. 確認メッセージが表示されるので[はい]をクリックし、続けて[OK]をクリックします。
5. [閉じる]ボタンをクリックします。画面が閉じて入力した情報がリストに表示されます。
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●入出庫内訳の確認
期間別、商品別の入出庫内訳を表示します。
1. 商品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニューから[入

出庫内訳]を選択します。
[入出庫内訳]画面が表示されます。

2. [条件検索]の[期間]にチェックを付け、日付欄の[

]をクリックして表示されるカレンダーを利用し、

日付の範囲を指定します。
3. 商品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[商品]にチェックを付け、商品分
類の範囲を選択します。
4. [検索]ボタンをクリックします。指定した期間、商品分類の入出庫内訳が商品毎に表示されます。
5. リスト内の商品の一つをクリックして選択すると、左側の詳細表示画面に行内の内容が縦に表示され
ます。

入庫詳細内訳の表示
リストの商品の一つをダブルクリックすると、該当商品の指定期間内の入庫詳細内訳が表示されます。こ
の画面上で別の期間を指定することもできます。
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●損失内訳の確認
損失内訳を期間別、管理者別で表示します。
1. 商品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニューから[損

失内訳]を選択します。
[損失内訳]画面が表示されます。

2. [条件検索]の[期間]にチェックを付け、日付欄の[

]をクリックして表示されるカレンダーを利用し、

日付の範囲を指定します。
3. 商品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[商品]にチェックを付け、商品分
類の範囲を選択します。
4. 損失処理を行った管理者別に絞り込みたい場合は、[条件検索]の[管理者]にチェックを付け、管理者
名を選択します。
5. [検索]ボタンをクリックします。指定した期間、商品分類、管理者の損失内訳が商品毎に表示されま
す。また、画面左側の領域に指定期間内の損失合計値（純損失個数、純損失金額）が表示されます。
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第 7 章 レンタル品管理
レンタル品管理
この章では、貸出用のレンタル品の登録や在庫管理の方法を説明します。

■レンタル品の登録と台帳管理
レンタル品の貸出しや在庫管理を行うためには、最初にレンタル品を登録する必要があります。登録した
レンタル品のうち、貸出対象から外すレンタル品を指定することもできます（台帳管理機能）。

●レンタル品の登録
レンタル品の登録は以下の手順で行います。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[レンタル品管理] ＞ [レンタル品登録]
貸出管理画面のツールバー：[レンタル品登録]ボタン
[レンタル品登録]画面が表示されます。

2. レンタル品に印刷されているバーコードを読込みます。バーコードの印刷されていないレンタル品に
ついては、バーコードをキー入力するか、または[バーコード自動作成]にチェックを付けて自動生成
します。
3. [レンタル分類]を選択します。登録するレンタル品が既存の分類に該当しない場合は、レンタル分類
を追加、修正します。詳しい手順については「

レンタル分類の設定」
（58 ページ）を参照してくだ

さい。
4. [レンタル品名]と[レンタル料金]を入力します。
5. レンタル品の状態を[状態]で選択します。
6. [登録]ボタンをクリックすると、[レンタルリスト]に入力した内容が表示されます。
登録リストの修正を行う場合は、リストから対象のレンタル品をクリックして選択します。登録内容が
各入力欄に表示されるので内容を修正し、[修正]ボタンをクリックします。
登録リストのレンタル品を削除する場合は、リストから対象のレンタル品をクリックして選択し、[削
除]ボタンをクリックします。
7. [確認]ボタンをクリックすると、画面が閉じます。
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レンタル分類の設定
1. [レンタル品登録]画面で[分類選択]ボタンをクリックします。[レンタル分類]画面が表示されます。

2. 各ボタンで以下のようにレンタル分類の追加、修正、削除を行います。
ボタン名
大分類追加
小分類追加

名称修正
選択
保存

削除

機能
大分類を追加します。このボタンをクリックすると、リストの最下行に「大分類」が追加
されます。適切な名前に変更してください。
大分類の下位に小分類を追加します。小分類を追加する大分類を選択してからこのボタン
をクリックすると、大分類内の最下行に「小分類」が追加されます。適切な名前に変更し
てください。
分類の名前を変更できます。変更する分類を選択してこのボタンをクリックすると名前を
入力できます。
分類を選択してクリックすると、[レンタル品分類登録]画面が閉じて、選択した分類が[レ
ンタル品登録]画面の[レンタル品分類]に表示されます。
分類の現在の表示状態を保存します。分類のリストに変更を加えた場合は必ずクリックし
てください。[保存]ボタンをクリックせずに画面を閉じると変更内容はキャンセルされま
す。
分類を選択してこのボタンをクリックすると削除されます。大分類を削除すると、下位の
小分類もすべて削除されるので注意してください。

3. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

●台帳管理
登録したレンタル品のリストや登録バーコードの確認をしたり、レンタル品を非貸出品としてレンタル品
管理リストから外したりすることができます。
1. 貸出管理画面のツールバーで[台帳管理]ボタン

をクリックします。

[レンタル台帳管理]画面が表示されます。

2. レンタル品を非貸出に指定し、レンタル品貸出リストに表示されないようにする場合は、行の先頭に
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チェックを付けます。
3. レンタル品のバーコードを印刷して確認する場合は、リストのレンタル品をクリックして選択し、[バ
ーコード出力]をクリックします。全てのレンタル品のバーコードを一度に印刷する場合は、[全てバ
ーコード印刷]にチェックを付け、[バーコード出力]をクリックしてください。
4. リストに変更を加えた場合は、[変更内容保存]ボタンをクリックします。このボタンをクリックしな
いとリストの変更内容は登録されません。
5. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

■レンタル品の貸出内訳
各レンタル品の貸出状況を期間、レンタル品、スタッフ、返却の有無などの検索条件で検索して表示できます。
1. 貸出管理画面で[貸出内訳]ボタン

をクリックします。[レンタル内訳]画面が表示されます。

2. 以下の手順で貸出内訳の検索条件を設定します。複数の検索条件を組み合わせて設定できます。
1) [期間指定]にチェックを付け、日付欄の[ ]をクリックして日付の範囲を直接入力するか、または[一
日]、[一週間]、[一ヶ月]のいずれかを選択します。
2) レンタル品を指定するときは、[レンタル品]にチェックを付けます。レンタル分類の範囲やレンタル
品名を選択できます。
3) 貸出時のスタッフを指定するときは、[スタッフ]にチェックを付けスタッフ名を選択します。
4) 返却の有無を指定するときは、[返却の有無]にチェックを付け、「貸出中」または「返却完了」を選
択します。
3. [検索]ボタンをクリックします。検索されたレンタル内訳が右側のリストに表示されます。また、画
面左下部の[レンタル内訳]欄に現在リストに表示されているレンタル内訳の合計値が表示されます。
表示される合計値は以下のとおりです。
レンタル合計：レンタル品貸出の売上総額
純利益合計：貸出による利益の合計
レンタル数量：貸出数の合計
サービス数量：サービスした貸出数の合計
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■入庫管理
レンタル品の入庫処理と入庫状況の確認を行うことができます。

●入庫処理
レンタル品の入庫処理は以下のように行います。全レンタル品の入庫を一度に処理する一括入庫処理も可
能です。
1. 貸出管理画面のツールバー：[入庫管理]ボタン
[入庫管理]画面が表示されます。

2. 画面左側の入力領域で[入庫]をクリックします。
3. レンタル品に印刷されているバーコードを読込みます。あらかじめ登録したレンタル品の分類が[レン
タル分類]に、レンタル品名が[レンタル選択]に、レンタル品の状態が[管理状況]にそれぞれ表示され
ます。
未登録のレンタル品を入庫するときは、[分類]ボタンをクリックし、[レンタル品登録]画面で登録する
ことができます。
バーコードのないレンタル品やバーコードが読み込めないレンタル品の場合は、レンタル品の[レンタ
ル分類]を選択し、
[レンタル選択]欄の[ ]をクリックして表示されるリストから選択することもできま
す。
4. [レンタル品個数（個/1BOX）]に 1 箱あたりの個数を入力します。
5. [入庫数（BOX）]に入庫する箱の数を入力します。
6. レンタル品の端数を入力します。[入庫レンタル品数（個）]にレンタル品の総個数が表示されます。
7. レンタル品の 1 個あたりの入庫単価を[入庫単価（個）]に、箱単価を[入庫単価（BOX）]に入力します。
入庫単価は一度入力すると、同一レンタル品を次回入庫する際には自動的に同じ価格が表示されます。
8. 入庫処理に関するメモが必要な場合は[メモ]に入力します。
9. [入庫確認]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されます。
10. [はい]をクリックし、[OK]をクリックすると、入力した内容が画面右側のリストに表示されます。
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入庫修正
直前の入庫内容は修正することができます。
1. [入庫管理]画面右側のリストで修正したい入庫情報をクリックします。
2. 選択した入庫情報が画面左側の入力領域に表示されるので、修正内容を入力します。
3. [直前入庫修正]をクリックします。
4. 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックすると入庫情報が修正されます。

一括入庫処理
入庫するレンタル品の個数を一度に登録することができます。ただし、入力できるのは個数または箱数だ
けです。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・[入庫管理]画面右側のリストをダブルクリックする。
・レンタル品管理画面のツールバー：[一括入庫]ボタン
・メニューバー：[レンタル品管理] ＞ [一括入庫処理]
[一括入庫処理]画面が表示されます。

2. [入庫数（BOX）]にレンタル品の入庫箱数、[入庫数（個）]にレンタル品の端数を入力します。ただ
し、入庫箱数は一箱あたりの個数があらかじめ登録されていなければ入力できません。
3. 入力した内容に対応して[入庫レンタル品数（個）]が自動計算されて表示されます。
4. [適用]をクリックします。[適用]をクリックしないと入力した個数が登録されません。
5. 確認メッセージが表示されるので[はい]をクリックし、続けて[OK]をクリックします。
6. [閉じる]ボタンをクリックします。画面が閉じて、入力した入庫情報がリストに表示されます。

●入庫情報の確認
過去の入庫情報を検索することができます。
1. 画面左側の入力領域で[検索]をクリックします。画面右側の上部に[仕入情報検索]欄が表示されます。
2. 仕入情報を検索する条件を入力します。検索条件は組み合わせて設定することができます。
・仕入情報を日付で検索する場合は、[仕入日]にチェックを付け、日付の範囲を指定します。
・レンタル品分類で検索する場合は[レンタル品]にチェックを付け、
レンタル品分類の範囲を選択します。
・仕入情報を入力したスタッフ別に検索する場合は、
[スタッフ]にチェックを付けスタッフを選択します。
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3. [検索]ボタンをクリックします。リストに検索結果が表示されます。

■在庫管理
在庫内訳、損失処理、入出庫内訳、損失内訳の各機能によって、レンタル品在庫の確認と在庫数量の訂正
を行うことができます。

●在庫内訳の確認
レンタル品別に現在の在庫状況を表示できます。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
メニューバー：[レンタル品管理] ＞ [レンタル品在庫管理]
レンタル品管理画面のツールバー：[在庫管理]

＞ [在庫内訳]

[在庫内訳]画面が表示されます。

2. レンタル品分類で表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[レンタル品]にチェックを付け、レ
ンタル品分類の範囲を選択し、[検索]ボタンをクリックします。
3. リスト上のレンタル品をクリックして選択すると、画面左側の領域にレンタル品ごとの在庫状況が縦
に表示されます。

●損失処理
レンタル品の紛失などによって実在庫と在庫数量が一致しないときにはレンタル品ごとに損失処理を行
います。
1. レンタル品管理画面のツールバーで[在庫管理]
から[損失処理]を選択します。
[損失処理]画面が表示されます。
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2. レンタル品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[レンタル品]にチェックを
付け、レンタル品分類の範囲を選択し、[検索]ボタンをクリックします。
3. リスト上のレンタル品をクリックして選択すると、画面左側の領域にレンタル品ごとの在庫状況が縦
に表示されます。
4. [現在 BOX 数]に実在庫の箱の数、[現在数（個）]に実在庫の端数を入力します。損失数などが自動
的に表示されます。
5. [損失理由]を入力します。
6. [損失登録]ボタンをクリックします。損失が登録されます。

一括損失処理
レンタル品を一度に損失処理することができます。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・[損失処理]画面右側のリストをダブルクリックする。
・レンタル品管理画面のツールバー：[一括損失]ボタン
・メニューバー：[レンタル品管理] ＞ [一括損失処理]
[全体在庫確認]画面が表示されます。

2. [現在在庫数（BOX）]に実在庫の箱数、[現在在庫数（個）]に実在庫レンタル品の端数を入力します。
入力した内容に対応して[損失数（BOX）]などが自動計算されて表示されます。
！重要
この画面では、上記 2 箇所の項目だけ入力できます。損失理由などをメモ入力する場合は、通常の損失処理を
行ってください。

3. [適用]をクリックします。[適用]をクリックしないと入力した個数が登録されません。
4. 確認メッセージが表示されるので[はい]をクリックし、続けて[OK]をクリックします。
5. [閉じる]ボタンをクリックします。画面が閉じて入力した情報がリストに表示されます。
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●入出庫内訳の確認
期間別、レンタル品別の入出庫内訳を表示します。
1. レンタル品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニュー

から[入出庫内訳]を選択します。
[入出庫内訳]画面が表示されます。

2. レンタル品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[レンタル品]にチェックを
付け、レンタル品分類の範囲を選択します。
3. [検索]ボタンをクリックします。指定した期間、レンタル品分類の入出庫内訳がレンタル品毎に表示
されます。リスト内のレンタル品の一つをクリックして選択すると、左側の詳細表示画面に行内の内
容が縦に表示されます。

入庫詳細内訳の表示
リストのレンタル品の一つをダブルクリックすると、該当レンタル品の入庫詳細内訳が表示されます。

●損失内訳の確認
損失内訳を期間別、管理者別で表示します。
1. レンタル品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニュー

から[損失内訳]を選択します。[損失内訳]画面が表示されます。
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2. [条件検索]の[期間]にチェックを付け、日付欄の[

レンタル品管理

]をクリックして表示されるカレンダーを利用し、

日付の範囲を指定します。
3. レンタル品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[レンタル品]にチェックを
付け、レンタル品分類の範囲を選択します。
4. 損失処理を行ったスタッフ別に絞り込みたい場合は、[条件検索]の[スタッフ]にチェックを付け、ス
タッフ名を選択します。
5. [検索]ボタンをクリックします。指定した期間、レンタル品分類、スタッフの損失内訳がレンタル品
毎に表示されます。また、画面左側の領域に指定期間内の損失合計値（純損失個数、純損失金額）が
表示されます。

■売上取り消し内訳
レンタル品貸出しに関する売上取り消しの内訳を表示できます。
1. レンタル品管理画面のツールバーで[在庫管理]

をクリックして選択し、表示されるメニュー

から[売上取消管理]を選択します。
[売上取消内訳]画面が表示されます。

2. [条件検索]の[期間]にチェックを付け、日付欄の[

]をクリックして表示されるカレンダーを利用し、

日付の範囲を指定します。
3. レンタル品分類でリストの表示内容を絞り込みたい場合は、[条件検索]の[レンタル品]にチェックを
付け、レンタル品分類の範囲を選択します。
4. 売上取消を行ったスタッフ別に絞り込みたい場合は、[条件検索]の[スタッフ]にチェックを付け、ス
タッフ名を選択します。
5. [検索]ボタンをクリックします。指定した期間、レンタル分類、スタッフに関連する売上取消内訳が
レンタル品毎に表示されます。リストの一行を選択すると内訳が画面左側の領域に縦に表示されます。
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第 8 章 資産管理
ネットカフェで使用する顧客用 PC（コンピュータ）のハードウェアとソフトウェアを資産として管理で
きます。以下の操作は、画面切替えボタンの[資産管理]ボタンをクリックして表示される資産管理画面で
行います。

■ハードウェアの資産管理
顧客用 PC のハードウェア情報（CPU、メモリなど）を確認できます。

●個別情報の確認
各 PC のハードウェア情報を個別に詳細表示できます。また、ハードウェアの変更履歴を確認できます。
1. 次のいずれかの操作を行います。
資産管理画面のツールバー：
「HW」と表示された[個別リスト]ボタン

をクリック

メニューバー：[資産管理] ＞ [ハードウェア管理] ＞ [PC 別管理リスト]
[ハードウェア変更内訳]画面が表示されます。

2. 右側のリストで PC のアイコンをクリックすると、その PC の詳細なハードウェア情報が表示されます。
3. 右側のリストで選択した PC の変更履歴を確認する期間を画面左側の領域で指定します。
「今日」、「一週間」、「一ヶ月」、「指定日」から期間を選択します。「指定日」を選択した場合は、さ
らに日付の範囲を設定してください。
4. [変更内訳]をクリックします。
[ハードウェア変更内訳]画面にハードウェアの変更内訳が表示されます。

！重要
指定した期間内に変更履歴がある PC はコンピュータ番号の末尾に最新の変更日付が赤字で表示されます。
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●全 PC の情報の一括確認
すべての PC のハードウェア情報をリスト形式で表示します。
1. 次のいずれかの操作を行います。
資産管理画面のツールバー：
「HW」と表示された[全体リスト]ボタン

をクリック

メニューバー：[資産管理] ＞ [ハードウェア管理] ＞ [全体管理リスト]
[ハードウェア全体内訳]画面が表示されます。

2. 右側のリストの行を選択すると、選択された PC の詳細なハードウェア情報が縦に表示されます。

■ソフトウェアの資産管理
各 PC にインストールしたソフトウェアを確認できます。

●個別情報の確認
各 PC のソフトウェア情報を個別に詳細表示できます。また、ソフトウェアの有無を検索して確認するこ
とができます。
1. 次のいずれかの操作を行います。
資産管理画面のツールバー：
「SW」と表示された[個別リスト]ボタン

をクリック

メニューバー：[資産管理] ＞ [ソフトウェア管理] ＞ [PC 別管理リスト]
[ソフトウェア(PC 単位)内訳]画面が表示されます。

2. 右側のリストで PC のアイコンをクリックすると、その PC にインストールされているソフトウェア
の情報が表示されます。
3. 右側のリストで選択した PC 内のソフトウェアを表示する方法を画面左側の領域で選択します。
[検索内容のみ表示]：この項目を選択し[プログラム名]を入力して[検索]ボタンをクリックすると[プロ
グラム名]に入力した文字列を含むソフトウェアがリスト表示されます。
[全体情報表示]：PC 内のすべてのソフトウェアがリスト表示されます。
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●全 PC の情報の一括確認
すべての PC のソフトウェア情報をリスト形式で表示します。
1. 次のいずれかの操作を行います。
資産管理画面のツールバー：
「SW」と表示された[全体リスト]ボタン

をクリック

メニューバー：[資産管理] ＞ [ソフトウェア管理] ＞ [全体リスト管理]
[ソフトウェア全体内訳]画面が表示されます。

2. 右側のリストの表示方法を画面左側の領域で選択します。
[検索内容のみ表示]：この項目を選択し[プログラム名]を入力して[検索]ボタンをクリックすると[プロ
グラム名]に入力した文字列を含むソフトウェアがリスト表示されます。
[現在のリストより表示]：この項目を選択し[プログラム名]を入力して[検索]ボタンをクリックすると、
現在表示されているリストから入力した文字列を含むソフトウェアがリスト表示されます。
[全体情報表示]：全 PC のすべてのソフトウェアがインストール先の PC 番号と共にリスト表示
されます。

●ソフトウェアのインストール状況確認
ソフトウェアごとのインストール状況（インストール先の PC の台数）を表示します。
1. 次のいずれかの操作を行います。
資産管理画面のツールバー：
「SW」と表示された[リスト内訳]ボタン

をクリック

メニューバー：[資産管理] ＞ [ソフトウェア管理] ＞ [ソフトウェア詳細]
[ソフトウェアインストール内訳]画面が表示されます。

2. 右側のリストの表示方法を画面左側の領域で選択します。
[検索内容のみ表示]：この項目を選択し[プログラム名]を入力して[検索]ボタンをクリックすると[プロ
グラム名]に入力した文字列を含むソフトウェアがリスト表示されます。
[現在のリストより表示]：この項目を選択し[プログラム名]を入力して[検索]ボタンをクリックすると
現在表示されているリストから入力した文字列を含むソフトウェアがリスト表示されます。
[全体情報表示]：すべてのソフトウェアがリスト表示されます。
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第 9 章 売上管理
この章では、店舗の売上状況を様々な角度から集計するための機能とその使用方法を説明します。当日の
売上集計、日別、月別の売上集計、店舗の稼働率、業務日報の作成、統計処理による分析レポートなどの
機能を利用することができます。

■当日売上の内訳表示
一日の売上集計の基準時間から内訳表示を実行した時点までの売上の内訳を表示します。店舗営業中の売
上変動を把握するために利用できます。

当日売上の様々な内訳表示は、画面切替えボタンの[今日内訳]
訳]画面で行います。
！重要
一日の売上集計の基準時間の設定方法は「第 14 章
参照してください。

をクリックして表示される[今日の内

運営環境の設定」の「●運営機能 2」（120 ページ）を

●本日の販売要約
画面左側の[本日の販売要約]領域に現時点での販売状況を集計した売上内訳が表示されます。各内訳の内
容は以下のとおりです。
内訳
合計内訳
収入内訳
支出内訳
割引合計情報
店舗稼働率
時間帯別稼働率

内容
当初のレジ準備金と現時点での純利益が表示されます。マルチカウンターで営業し
ている場合は、店舗全体または各 POS を選択できます。
全ての収入内訳が表示されます。
全ての支出内訳が表示されます。
全ての割引額の合計が表示されます。
現時点で使用中の料金（後払い、前払い）の金額合計と店舗の平均稼働率が表示さ
れます。
座席の稼働率を時間帯別にグラフ表示します。
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●各内訳の詳細表示
ツールバーで選択した各売上内訳の現在の状況が画面右側にリアルタイムでリスト表示されます。各ボタ
ンで表示される内訳は以下のとおりです。

ボタン

表示内容

売上内訳

[PC 使用内訳]画面に、座席ごとの売上順に会員情報、座席状況、売上金額などがリ
スト表示されます。このリスト上で行を右クリックして表示されるメニューから売上
取消しなどの様々な操作を行うことができます。詳細は「 売上内訳画面の操作」
（70
ページ）を参照してください。

販売内訳

[商品販売内訳]画面に販売した商品の現在の販売状況が表示されます。このリスト上
で行を右クリックして表示されるメニューから売上取消または内訳削除を行うこと
ができます。

貸出内訳

[レンタル品貸出内訳]画面に、現在のレンタル品の貸出状況、売上状況が表示されま
す。このリスト上で行を右クリックして表示されるメニューから強制返却を行うこと
ができます。

未収内訳

[未収金内訳]画面に、現在の未収金の状態を表示できます。

発行内訳

[発行内訳]画面に、新規会員登録、登録更新、会員証再発行などの記録がリスト表示
されます。

売上内訳画面の操作
売上内訳画面のリスト行を右クリックするとメニューが表示され、以下のような操作を行うことができま
す。
メニュー項目

機能

売上取消

退室処理を行った座席の売上を取り消して利用継続状態にします。売上処理後、
一定時間が経過すると取消しはできません。
売上取消しは、リストの行を選択した後、ツールバーの[売上取消]ボタン
をクリックしても行うことができます。

内訳削除

選択した内訳を削除します。退室処理後の座席の売上が削除されます。

有料ゲーム使用内訳

[有料プログラム使用リスト]画面が表示されます。有料ゲームとして登録した
プログラムの使用内訳が表示されます。
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メニュー項目

機能

料金変更ログ

[料金変更履歴]画面が表示されます。お客様ごとの座席使用中の料金制の変更
履歴が表示されます。

開始時間変更ログ

[時間変更履歴]画面が表示されます。座席の利用開始時間を変更した場合その
履歴を確認できます。

座席移動ログ

[座席動処理履歴]画面が表示されます。利用中の座席移動履歴が表示されます。

一時停止ログ

[一時停止内訳]画面が表示されます。座席利用中に一時的に利用を停止した場
合に、その記録が表示されます。

領収証再発行

[領収証印刷]画面が表示され、領収証を再発行できます。

レシート再発行

レシートを再発行できます。
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■日別/月別の売上集計確認
日別、月別の決算内訳を確認できます。

決算の内訳表示は、画面切替えボタンの[決算内訳]
たは[月別売上内訳]画面で行います。

をクリックして表示される[日別売上内訳]画面ま

●日別の決算内訳
日別の売上集計と、座席別売上（PC 使用内訳）
、商品売上、貸出、未収金等の詳細な内訳を表示します。

[日別売上内訳]画面の表示
日別の決算内訳は以下の手順で表示します。

1. 画面切替えボタンの[決算内訳]

をクリックします。[日別売上内訳]画面が表示されます。

2. 画面左側にある[日別売上 内訳要約]の[売上日]で日別の内訳を表示する日付を指定します。[

]をク

リックして表示されるカレンダーで日付を選択できます。
指定した日付の売上内訳の集計が[日別売上 内訳要約]に表示されます。表示される内容は以下のとおり
です。
内訳
売上合計内訳
収入内訳
支出内訳
割引合計情報
店舗稼働率
時間帯別稼働率
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内容
当初のレジ準備金と現時点での純利益が表示されます。マルチカウンターで営業し
ている場合は、店舗全体または各 POS を選択できます。
全ての収入内訳が表示されます。
全ての支出内訳が表示されます。
全ての割引額の合計が表示されます。
現時点で使用中の料金（後払い、前払い）の金額合計と店舗の平均稼働率が表示さ
れます。
座席の稼働率を時間帯別にグラフ表示します。
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日別決算の内訳の詳細
ツールバーのボタンをクリックすることによって、日別の決算内容を座席別売上（PC 使用内訳）、商品売
上、貸出内訳、未収内訳、発行内訳に分けて詳細を確認できます。
各ボタンの機能は以下のとおりです。

ボタン

表示内容

日別売上内訳

日別決算と月別決算の表示画面を切替えるために使用します。日別売上の内訳を表示
する場合は、「日」が表示されたボタンが押されていなければなりません。

／月別売上内訳

日別売上

[PC 使用内訳]画面に、座席ごとの売上順に会員情報、座席状況、売上金額などがリ
スト表示されます。このリスト上で行を右クリックして表示されるメニューから料金
変更履歴の表示などの様々な操作を行うことができます。詳細は「 日別売上画面の
操作」（74 ページ）を参照してください。

商品売上

[商品販売内訳]画面に販売した商品の現在の販売状況が表示されます。

貸出内訳

[レンタル品貸出内訳]画面に、現在のレンタル品の貸出状況、売上状況が表示されま
す。

未収内訳

[未収金内訳]画面に、現在の未収金の状態を表示できます。

発行内訳

[発給内訳]画面に、新規会員登録、登録更新、会員証再発行などの記録がリスト表示
されます。

報告書

日別決算結果をまとめた業務日報が表示されます。
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日別売上画面の操作
日別売上画面（画面右側）のリスト行を右クリックするとメニューが表示され、以下の操作を行うことが
できます。
メニュー項目

機能

有料ゲーム使用内訳

[有料プログラム使用リスト]画面が表示されます。有料ゲームとして登録した
プログラムの使用内訳が表示されます。

料金変更ログ

[料金変更履歴]画面が表示されます。お客様ごとの座席使用中の料金制の変更
履歴が表示されます。

開始時間変更ログ

[時間変更履歴]画面が表示されます。座席の利用開始時間を変更した場合その
履歴を確認できます。
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メニュー項目

機能

座席移動ログ

[座席動処理履歴]画面が表示されます。利用中の座席移動履歴が表示されます。

一時停止ログ

[一時停止内訳]画面が表示されます。座席利用中に一時的に利用を停止した場
合に、その記録が表示されます。

領収証再発行

[領収証印刷]画面が表示され、領収証を再発行できます。

レシート再発行

レシートを再発行できます。

●月別の決算内訳
月別の売上集計と日付別の詳細内訳を表示します。

[売上内訳]画面の表示
月別の決算内訳は以下の手順で表示します。

1. 画面切替えボタンの[決算内訳]

2. [月別売上内訳]ボタン

をクリックします。[日別売上内訳]画面が表示されます。

をクリックします。[売上内訳]画面が表示されます。

3. 画面左側にある[月別売上 内訳要約]の[売上期間]で月別売上を表示する年度と月を指定します。[

]

をクリックするとリストから年度と月を選択できます。
指定した月の売上内訳の集計が[月別売上 内訳要約]に表示されます。表示される内容は以下のとおりで
す。
内訳
売上合計内訳
収入内訳
平均収入内訳
割引合計情報
店舗稼働率
平均稼働率

内容
当初のレジ準備金と現時点での純利益が表示されます。マルチカウンターで営業し
ている場合は、店舗全体または各 POS を選択できます。
全ての収入内訳が表示されます。
全ての収入内訳を月間の稼働日数で割った平均値が表示されます。
全ての割引額の合計が表示されます。
月間の店舗の平均稼働率が表示されます。
座席の稼働率の月間変動をグラフ表示します。
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月別決算の内訳の詳細
ツールバーのボタンをクリックすることによって、月別の決算内容を日付別に確認できます。
各ボタンの機能は以下のとおりです。

ボタン

表示内容

日別売上内訳

日別決算と月別決算の表示画面を切替えるために使用します。月別売上の内訳を表示
する場合は、「月」が表示されたボタンが押されていなければなりません。

／月別売上内訳

日別売上

[売上内訳]画面に、日付別に売上の詳細がリスト表示されます。

報告書

月別決算結果をまとめた業務日報が表示されます。

■統計分析レポートの作成
座席、商品の売上内容や、商品の売上順位、アンケートの内容などを日別、月別、期間別に集計し、分析
レポートを作成できます。

●分析レポートの作成
統計分析レポートの作成方法は以下のとおりです。

1. 画面切替えボタンの[統計]

をクリックします。[分析レポート]画面が表示されます。

2. 画面左側の[期間検索]領域にある[統計条件]で[統計リスト]を選択することによって分析レポートの
内容を指定します。以下のような分析レポートの種類があります。
座席別売上：座席ごとの売上を集計します。
商品別売上：商品別の売上を集計します。
時間帯別売上：時間帯別の売上を集計します。
商品売上順位：売上高または注文数による商品の順位を表示します。この項目を選択した場合は、さら
に[詳細条件]で[商品販売額順位]と[商品注文数順位]を選択します。
アンケート分析：アンケート結果を集計します。
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3. [検索基準選択]で売上を集計する期間を[日別]、[月別]、[期間別]から選択します。例えば、[月別]を
選択すると、選択した 1 ヶ月間の売上が集計されます。
4. [日別]または[月別]を選択した場合は、[日別/月別]で入力欄の[

]をクリックして表示されるカレン

ダーで期間を指定します。例えば[月別]を選択していた場合はカレンダーの月が選択した期間となり
ます。日付を選択すると指定した日付の集計結果が表示されます。
5. [期間別]を選択した場合は、[使用者指定期間]で期間の最初と最後の日付を指定し、[検索]ボタンを
クリックします。指定した日付の集計結果が表示されます。

●分析チャートの作成
画面のツールバーで[分析チャート]ボタンをクリックすると、分析レポートの内容を示す棒グラフが表示
されます。

[分析チャート]画面でも集計の種類と期間を変更することができます。
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第 10 章 会員管理と
会員管理と未払い
未払い管理
この章では、会員の新規登録、会員データの修正、登録更新、会員カードの再発行などの会員管理と未払
い料金の管理について説明します。

■会員の新規登録
会員登録はカウンターPC と店舗 Web ページの両方から行うことができます。

●カウンターPC での会員登録
カウンターPC で以下の手順で会員登録を行います。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・店舗管理画面のツールバー：[会員登録]ボタン

をクリック

・会員管理画面のツールバー：[会員登録]ボタン

をクリック

・会員管理画面左側の[設定]領域で[新規]を選択
[会員情報入力]画面が表示されます。

2. 会員の姓と名前を入力します。
3. [生年月日]を西暦で入力します。
西暦が分からない場合は元号（昭和、平成）を選択し、年を入力してから[西暦変換]をクリックすると
西暦年が自動的に入力されます。
年は数字 4 桁、月は数字 2 桁、日は数字 2 桁でそれぞれ入力します。例えば、1964 年 7 月 2 日を
入力するときは、1964/07/02 というように月日が 2 桁になるように 0 を入力してください。
4. 氏名の読みをカタカナで[フリガナ]に入力します。
5. [会員レベル]を選択します。[

]をクリックして表示されるリストから選択します。

6. [バーコード]欄をクリックしてカーソルを移動し、会員カードのバーコードをスキャナで読み込みま
す。
7. [電話番号]と[携帯番号]を入力します。
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8. [E-Mail]に電子メールアドレスを入力します。
9. [職業]を選択します。[ ]をクリックして表示されるリストから選択します。
10. 身分証の確認の有無（[身分証確認]の[YES]/[NO]）、店舗からのお知らせメールの受信の有無（[メ
ール受信]の[YES]/[NO]）、性別（[男性]/[女性]）を各ボタンをクリックして選択します。
11. [郵便番号]を入力し[郵便番号検索]をクリックすると、[住所]の一部が自動入力されるので続きを入
力します。郵便番号が不明の場合は直接入力することもできます。
12. [国籍]を選択します。[ ]をクリックして表示されるリストから選択します。
13. 何かメモしておく必要がある場合は[会員メモ]に入力します。
14. [スタッフコード]欄をクリックしてカーソルを移動し、登録作業を行ったスタッフのバーコードをス
キャナで読み込みます。
15. [有効期限]に会員資格の有効期限が表示されていることを確認し、[次へ(アンケート)>>]をクリックし
ます。
[会員アンケート]画面が表示されます。

！重要
有効期限の設定方法は「●会員登録」（121 ページ）を参照してください。

16. 選択方式のアンケートを入力したら[登録完了]をクリックします。

●オンライン会員登録
以下の手順で、店舗の Web ページから仮登録された会員の新規登録または再登録を受け付けることがで
きます。

1. 店舗管理画面のツールバーで[WEB 会員]

ボタンをクリックします。[登録待ちの会員]画面が表示

されます。

2. [リスト更新]ボタンをクリックして最新の情報を表示します。
79

Part 2

日常業務の進め方

3. リストから登録する会員をクリックして選択し、[会員登録開始]ボタンをクリックします。
[会員情報入力]画面が表示されます。
4. [会員情報入力]画面には仮登録の際に入力された内容が表示されます。空欄の必要事項を入力します。
5. 新規登録の場合と同様の操作を行って登録を完了します。

■会員情報の表示
会員管理画面では、会員に関する様々な情報を確認することができます。

●会員管理画面の表示
画面切替えボタンの[会員管理]
をクリックすると会員管理画面が表示され、画面右側の会員リストに
現在の会員の一覧が表示されます。

新規会員のリスト表示
本日登録した新規会員だけをリストに表示できます。
画面左の[設定]領域で[新規会員のみプレビュー]にチェックを付けます。
本日登録した新規会員だけがリスト表示されます。

●使用内訳の照会
会員別に過去の店舗利用状況を以下の操作で確認できます。
1. 以下のいずれかの操作を行います。
•
•

会員リスト上で対象となる会員の記載行をダブルクリックする。
会員リスト上で対象となる会員の記載行をクリックして選択し、ツールバーの[使用内訳照会]ボタン
をクリックする。
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[会員別使用内訳照会]画面が表示されます。

2. 使用内訳を照会する期間を設定します。各日付入力欄の[

]をクリックするとカレンダーが表示され

るので、カレンダー上で日付を選択します。
3. 過去に取得ポイントの修正を行っている会員の場合は、[ポイント修正内訳]ボタンをクリックします。
[修正ポイント内訳]画面に過去の修正履歴が表示されます。

●期間別利用現状照会
指定期間内の会員の利用状況をリストアップし、総使用時間などの基準で順位づけして確認できます。
1. ツールバーの[期間別利用現状照会]ボタン

をクリックします。[期間別利用現状照会]

画面が表示されます。

2. 利用現状を照会する期間を設定します。[今日]、[一週間]、[一ヶ月]、[期間別]から選択します。[期
間別]を選択した場合は、日付入力欄の[

]をクリックするとカレンダーが表示されるので、カレンダ

ー上で期間の最初と最後の日付を選択します。
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3. [順位整列方法]を選択します。総使用時間基準、総支払金額基準、座席売上基準、商品売上基準の中
から選択します。
4. [最大検索数]を選択します。
5. [検索開始]ボタンをクリックします。指定条件に該当する会員が順位付けして表示されます。

■会員情報の検索/修正
会員情報を個別に確認し修正するために会員の情報を検索する方法には以下の 2 通りがあります。
• 会員管理画面で検索する。
• 会員詳細検索機能で会員の詳細情報をもとに検索する。

●会員管理画面での検索と修正
画面切替えボタンで[会員管理]ボタンをクリックし、会員管理画面を表示して以下の操作を行います。

会員リストの直接検索
会員リストの項目欄をクリックすると、表示内容の昇順または降順に会員情報を並べ替えることができま
す。例えば、[フリガナ]をアイウエオ順に並べ替えれば会員の氏名を簡単に見つけることができます。見
つけた会員情報をクリックして選択します。

基本情報による検索
画面左の[設定]領域で以下の操作を行います。
1. [検索]を選択し[自動検索]にチェックを付けます。

2. [基本情報]領域の入力可能な欄、[フリガナ]、[会員名]、[生年月日]、[携帯電話]のいずれかに検索対
象の会員情報を入力します。
3. [検索]ボタンをクリックします。会員リスト上で該当する会員の記載行が反転表示されます。
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会員情報の修正
以上の検索で見つけた会員の会員情報は以下の画面左の[設定]領域での操作で修正できます。
1. 会員リストの会員情報が選択状態（反転表示）であることを確認し、[修正]をクリックします。[会員
情報修正]画面が表示されます。

2. [会員情報修正]画面に表示されている対象会員の情報を修正入力します。詳細な入力方法については、
「■会員の新規登録」
（78 ページ）を参照してください。

ポイントの修正
上記検索操作によって選択した会員に対して、店舗利用による取得ポイントを特別に割り当てたり、未払
い金等に振り当てたりする修正操作ができます。

1. [追加情報]領域の[修正]ボタンをクリックします。[ポイント修正]画面が表示されます。

2. [累積ポイント合計]または[ポイント支払い]に必要な数値を入力し、[修正]ボタンをクリックします。
！重要
ここで行った修正は、[会員別使用内訳照会]画面（80 ページ参照）のポイント修正内訳に表示されます。
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会員カードの再発行、登録更新
会員カードの紛失による再発行や会員期限切れの際の登録更新を行います。
1. 検索された会員が選択された状態で、ツールバーの[登録更新]ボタン

をクリックします。[会

員カード再発行]画面が表示されます。

2. [発行]または[更新]を選択します。[発行]を選択した場合は、[変更情報]の[バーコード]欄をクリック
してから、新しい会員カードのバーコードを読み込みます。
3. [お預かり金]の入力、[スタッフコード]のバーコード入力、[メモ]の入力（必要な場合）、[領収証]へ
のチェック（領収書が必要な場合）を行って、[実行]ボタンをクリックします。
4. 新しい会員カード（再発行の場合のみ）
、お釣り、レシートを渡したら、[閉じる]をクリックして画面
を閉じます。

会員の削除
会員リストから会員を削除します。
1. 検索された会員が選択された状態で、ツールバーの[会員削除]ボタン

をクリックします。

2. 確認メッセージで[はい]を選択すると指定した会員が削除されます。

削除会員の復活
いったん削除した会員を復活して再登録することができます。
1. ツールバーの[会員回復]ボタン

をクリックします。[会員回復]画面が表示されます。

2. [削除された会員の一覧]で復活させる会員をクリックして選択状態にします。
3. [会員回復]ボタンをクリックします。会員リストに削除された会員が再表示されます。
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●詳細検索機能による検索と修正
様々な会員属性を検索条件にして会員をリストアップし、登録情報の確認や修正、会員の削除、会員カー
ドの再発行などを行うことができます。
1. 次のいずれかの操作を行います。
・店舗管理画面のツールバー：[会員検索]ボタン

をクリック

・会員管理画面のツールバー：[会員詳細検索]ボタン

をクリック

[会員検索]画面が表示されます。

2. [会員検索]画面で検索条件を選択します。
検索条件としては次の項目が設定できます。
[検索条件]：ブラック会員、未払い会員、メモ登録あり、身分証未確認、未成年者、新規会員から条件
を選択し、チェックを付けます。
[会員詳細]：会員分類（会員レベル）
、性別、職業を[ ]で表示されるリストから選択します。
[カテゴリ区分]：会員リストの項目を選択し、その内容を入力指定できます。特定の氏名の会員を検索
する際などに使用します。
3. [最大検索数]を選択します。通常は 100 を選択しておきます。
4. [検索開始]ボタンをクリックします。該当する会員が画面下部にリスト表示されます。

会員情報の修正
以下の手順で会員情報を修正します。
1. 会員リストで該当する会員をクリックし、[会員修正]ボタンをクリックします。
2. [会員情報修正]画面が表示されるので、情報を修正入力し登録し直します。詳細な入力方法について
は、
「■会員の新規登録」
（78 ページ）を参照してください。
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会員の削除
以下の手順で会員を削除します。
1. 会員リストで該当する会員をクリックし、[会員削除]ボタンをクリックします。
2. 確認メッセージで[はい]を選択すると指定した会員が削除されます。
！重要
削除した会員は、会員管理画面の[会員回復]ボタンで復活させることができます。

会員カードの再発行、登録更新
会員カードを紛失した場合の再発行や、会員期限切れによる登録更新は以下の手順で行います。
1. 会員リストで該当する会員をクリックし、[登録更新]ボタンをクリックします。[会員カード再発行]
画面が表示されます。

2. [変更情報]の[バーコード]欄をクリックしてから、新しい会員カードのバーコードを読み込みます。
3. [お預かり金]の入力、[スタッフコード]のバーコード入力、[メモ]の入力（必要な場合）、[領収証]へ
のチェック（領収書が必要な場合）を行って、[再発行]ボタンをクリックします。
4. 新しい会員カード、お釣り、レシートを渡したら、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

86

第 10 章

会員管理と未払い管理

■未払い処理
退室処理の際に座席利用料などの未収金が発生する場合があります。未収金内訳画面で発生した未収金を
会員ごとに管理することができます。
！重要
運営権限の設定で[未払い機能を使用する]が有効になっていないと、未収金処理機能を利用できません。詳細
については「 未払機能」
（119 ページ）を参照してください。

●未収金内訳画面の表示
画面切替えボタンの[未収金内訳]ボタン

をクリックすると、未収金内訳画面が表示されます。

画面左の[期間]領域で期間の最初と最後を指定すると、指定期間内の未収金内訳が表示されます。
画面左には[期間別未収金現状]に指定期間内の未収金の集計、[今日の未収金現状]に本日発生した未収金
の集計がそれぞれ表示されます。
ツールバーのボタンをクリックすると、以下のように内訳表示の内容を変更できます。
ボタン

表示内容

全体内訳

未収金と払い戻し金の両方の状況をリスト表示します。

未収金内訳

発生した未収金のみをリスト表示します。

払戻内訳

未収金に対する払戻し状況をリスト表示します。
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●未収金の個別管理
未収金を会員別に管理することができます。

個別管理画面の表示
1. 以下のいずれかの操作を行います。
・内訳リスト上でデータ行をダブルクリックする
・内訳リスト上でデータ行を選択後、ツールバーの[個別未収金管理]ボタン
・ツールバーの[個別未収金管理]

をクリックする

ボタンをクリックする

[会員別未払い入金及び照会]画面が表示されます。

2. [会員 No]または[会員名]を入力し、[検索]ボタンをクリックします。指定した会員の未収内訳が表示
されます。表示内容は[内容区分]を選択して変更できます。（この操作は内訳リストからデータ行を
選択している場合は不要です）

未収金の返済処理
未収金は以下の手順で返済処理を行います。
1. 内訳リストで処理する未収金をクリックして選択します。
2. [返済実行]をクリックします。[未収金処理]画面が表示されます。

3. 支払い金額を入力し、必要に応じてメモを入力します。
4. [入金確認]をクリックします。
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未収金の免除
以下の手順で未収金を免除することができます。
1. 内訳リストで処理する未収金をクリックして選択します。
2. [免除実行]をクリックします。実行確認画面が表示されます。

3. [はい]をクリックすると未払い金が全額免除になります。

発生内訳の表示
未払い金発生時の販売内容を確認できます。
1. 内訳リストで処理する未収金をクリックして選択します。
2. [発生内訳]をクリックします。[未収金内訳]画面が表示されます。

3. [確認]をクリックすると画面が閉じます。

89

Part 2

日常業務の進め方

第 11 章 クライアント PC 管理
この章では、座席に設置されたクライアント PC の管理方法を説明します。

■一括管理
すべてのクライアント PC に対して、それぞれの PC の情報表示や設定、遠隔操作を一度に行うことがで
きます。

●システム情報の表示とシステム設定
クライアント PC のシステムに関する情報表示と設定、遠隔操作を行います。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [クライアント管理]
2. 表示されるメニューの各項目を選択することによって以下の管理操作を行います。
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メニュー項目

操作

バージョン確認

各クライアント PC にインストールされている TBM5 Cliant プログラ
ムのバージョンが座席表示上に表示されます。

コンピュータ名確認

各クライアント PC のネットワーク上での名前が座席表示上に表示され
ます。

IP アドレス確認

各クライアント PC の IP アドレスが座席表示上に表示されます。

コントロールパネル管理

Windows のシステム設定に使用するコントロールパネルの表示/非表
示を設定します。この項目を選択すると表示されるサブメニューから以
下を選択します。選択した項目にはチェックマークが付きます。チェッ
クマークは再度選択すると消去されます。
• すべて表示：コントロールパネルの内容をすべて表示します。
• すべて非表示：コントロールパネルの内容をすべて表示しません。
• 一部表示/非表示：コントロールパネルの指定した項目だけを表示し
ます。[コントロールパネルの表示/非表示設定]画面で表示項目を設
定します。

クライアント保護

レジストリ、タスクマネージャ、プログラム実行などの Windows のシ
ステム操作機能を保護します。この項目を選択すると表示されるサブメ
ニューから以下を選択します。選択した項目にはチェックマークが付き
ます。チェックマークは再度選択すると消去されます。
• すべて保護：レジストリ、タスクマネージャ、プログラム実行機能
のすべてを使用不可にします。
• レジストリ保護：レジストリの編集機能を使用不可にします。
• タスクマネージャ保護：タスクマネージャを使用不可にします。
• スタート実行保護：プログラムの実行機能を使用不可にします。
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メニュー項目

操作

ロック/ロック解除

クライアント PC のロックのオン/オフを切り替えます。ロックされたク
ライアント PC は操作できなくなります。この項目を選択すると表示さ
れるサブメニューから以下を選択します。選択した項目にはチェックマ
ークが付きます。チェックマークは再度選択すると消去されます。
• 自動ロック：座席への入室処理を行うとロックが解除され、退室処
理を行うとロックされます。
• 強制ロック：強制的にロックされます。
• ロック解除：ロックが解除されます。

ドライブ遮断

指定したクライアント PC のドライブを使用不可にします。この項目を
選択すると[ドライブ表示/非表示]画面が表示されます。
チェックを付けたドライブが非表示
になり使用不可となります。

すべてのプログラム終了

現在お客様が使用していない待機中のクライアント PC 上で実行中のす
べてのプログラムが終了されます。

遠隔プログラム実行

現在お客様が使用していない待機中のクライアント PC 上で指定したプ
ログラムを実行します。この項目を選択すると[プログラム実行]画面が
表示されます。

[検索]ボタン：実行するプログラムを検索し[実行対象]欄に入力できま
す。
[保存]ボタン：[実行対象]欄に入力した内容を保存し次回も使用できる
ようにします。
[実行]ボタン：実行対象をすべてのクライアント PC に対して実行しま
す。
ボリュームコントロール

すべてのクライアント PC の音量を調節します。こ
の項目を選択すると[クライアント PC 音量調節]が
表示されます。ボリュームを調節して[設定]をクリ
ックします。画面を閉じる場合は[X]をクリックし
ます。

スクリーンセーバー設定

クライアント PC のスクリーンセーバーを一度に設定します。この項目
を選択すると[スクリーンセーバー設定]画面が表示されます。
使用の有無、スクリーンセーバーを起動するま
での待機時間、使用するファイルを指定して[設
定]をクリックします。
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メニュー項目

操作

待機中の PC アップグレ 現在お客様が使用していない待機中のクライアント PC のクライアント
ード
プログラムをアップグレードします。
TBM クライアント管理

マルチ POS メッセージ
転送

待機中のクライアント PC で実行されている TBM5 クライアントプログ
ラムの再実行や実行終了を行います。この項目を選択すると表示される
サブメニューから以下を選択します。
• 待機中の PC TBM 再実行
• 待機中の PC TBM 終了
複数のカウンターPC が設定されている
場合に他のカウンターPC に対して一斉
にメッセージを送信します。この項目を
選択すると[メッセージ転送]画面が表示
されます。
[文章保管]：入力したメッセージを保存
し次回も使えるようにします。
[転送]：入力したメッセージが転送され
ます。
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●i-フィルターによるプログラム使用制限
i-フィルターとは、クライアント PC の使用者の年齢によって、プログラムの使用制限やインターネット
へのアクセス制限をかけることのできる機能のことです。TBM5 から i-フィルター機能を制御すること
ができます。
i-フィルターは以下の操作で設定します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[i-フィルター使用設定]
2. 表示される以下のメニュー項目から選択して各操作を行います。
メニュー項目

操作内容

i-フィルター使用設定

i-フィルター機能を使用するかどうかを設定します。以下のどちらかを
選択します。
• i-フィルターON
• i-フィルターOFF

i-フィルターレベル設定

i-フィルターの制限レベルを設定します。
• 自動レベル適用：プログラムなどのコンテンツごとに設定した i-フ
ィルターレベルが適用されます。
• 小学生向け/中学生向け/高校生向け/大人向け：それぞれの年齢向け
のレベルがすべてのクライアント PC に適用されます。
• ネットカフェ向け：店舗用に独自に設定したレベルがすべてのクラ
イアント PC に適用されます。

i-フィルターアップデー i-フィルター機能（データベースおよびエンジン）のアップデートを行
ト
います。
• すべてのアップデート：データベースおよびエンジンの両方をアッ
プデートします。
• データベースアップデート：データベースのみをアップデートしま
す。
• エンジンアップデート：エンジンのみをアップデートします。
i-フィルターパスワード i-フィルターを解除する際のパスワードを設定します。
設定
この項目を選択すると[i-フィルターパスワード設定]画面が表示されま
す。パスワードを設定して[保存]ボタンをクリックします。
i-フィルターレベル設定

i-フィルターのレベルの年齢を設定します。この項目を選択すると[i-フ
ィルターレベル設定]画面が表示されます。
中学生と高校生の入学年度を入力
し[保存]をクリックします。
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■個別管理
クライアント PC を右クリックして表示されるメニューから、情報表示や設定、遠隔操作を個別に行うこ
とができます。右クリックによって表示されるメニューは使用中と待機中で異なります。

●待機中 PC のメニュー
待機中の座席(PC)を右クリックすると以下の項目が表示されます。「共通」に○が付いている項目は使用
中座席と共通の項目です。
メニュー項目
操作内容
共通
コントロールパネル クライアント PC のシステム管理や座席状況の設定を行うためのメニュー
が表示されます。詳細な内容は後述の「●コントロールパネルメニュー」 ○
（96 ページ）を参照してください。
喫/禁煙設定
座席を禁煙席にするか喫煙席にするかを以下から選択して設定します。設
定した項目にチェックマークが付きます。
禁煙席喫煙席一般席喫煙/禁煙の
区別をつけない場合は一般席に設定します。入室処理時の席の選択の際に
この項目を参照してお客様の要望にあった席を選択します。
自 動 ロ ッ ク / 強 制 ロ いずれかの項目を選択してクライアント PC のロック設定を変更します。
ック/ロック解除
ロックがかけられたクライアント PC は使用できません。選択した項目に
チェックマークが付きます。
○
自動ロック：入室時にロックが解除され退室時にロックがかかります。
強制ロック：強制的にロックをかけます。
ロック解除：強制的にロックを解除します。
ロ ッ ク / ロ ッ ク 解 除 ロックを解除したスタッフと時刻を一覧表示した[ロック施錠/解錠履歴照
○
リスト
会]画面が表示されます。
再起動
クライアント PC を再起動します。
電源 ON
クライアント PC の電源を ON にします。
電源 OFF
クライアント PC の電源を OFF にします。

●使用中 PC のメニュー
お客様が使用中の PC を右クリックすると以下の項目が表示されます。
「共通」に○が付いている項目は
使用中座席と共通の項目です。
メニュー項目

操作内容

コントロールパネル

クライアント PC のシステム管理や座席状況の設定を行うためのメニュー
が表示されます。詳細な内容は後述の「●コントロールパネルメニュー」 ○
（96 ページ）を参照してください。

i-フィルター設定

i-フィルターの設定メニューが表示されます。設定内容については「●i-フ
ィルターによるプログラム使用制限」
（93 ページ）を参照してください。

前払い定額料金制

前払い定額料金の設定変更を行います。第 5 章の「■料金プランの設定/
変更」（42 ページ）を参照してください。

その他料金分類/変更 料金分類の設定変更を行います。第 5 章の「■料金プランの設定/変更」
（42
ページ）を参照してください。
充電カード使用

充電カード使用時の設定を行います。

商品販売（後払い）

後払いで商品販売を行う際に選択します。第 5 章の「■商品の販売」
（37
ページ）を参照してください。

販売済み商品管理

販売した商品の返品処理等を行います。第 5 章の「■商品の販売」
（37 ペ
ージ）を参照してください。

注文商品管理

注文商品の状況確認を行います。
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メニュー項目

操作内容

共通

レンタル品貸出

レンタル品の貸出を行います。第 5 章の「■レンタル品の貸出」
（40 ペー
ジ）を参照してください。

貸出リスト及び返却 レンタル品の貸出状況確認、返却処理を行います。第 5 章の「■レンタル
処理
品の貸出」
（40 ページ）を参照してください。
座席移動承認

座席移動の自動処理を行わない設定になっている場合にカウンターでの移
動処理承認を行う際に選択します。

一時停止

クライアント PC を一時停止します。

サービス時間

サービス時間の追加をすることができます。第 5 章の「■サービス時間の
追加」（42 ページ）を参照してください。

メモ記録

座席使用中のお客様に関するメモを記録できます。

メッセージ送信

クライアント PC に対してメッセージを送信します。この項目を選択する
と[メッセージ送信]画面が表示されます。
[文章保管]：入力したメッセージを保
存し次回も使えるようにします。
[転送]：入力したメッセージが転送さ
れます。

会員情報表示

[会員情報]画面に現在使用中の会員の情報が表示されます。

クライアント PC 再 クライアント PC を再起動します。
起動
クライアント PC 電 クライアント PC の電源を OFF にします。
源 OFF
有料ゲーム管理

有料ゲームの使用リストが表示されます。

CD レンタル

レンタルする CD のタイトルを入力します。
レンタル用 CD タイトルの登録は、以下の操作で行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [CD タイトル]
[CD タイトル]画面で CD タイトルの登録、修正、削除ができます。

自動ロック/強制ロッ いずれかの項目を選択してクライアント PC のロック設定を変更します。
ク/ロック解除
ロックがかけられたクライアント PC は使用できません。選択した項目に
チェックマークが付きます。
○
自動ロック：入室時にロックが解除され退室時にロックがかかります。
強制ロック：強制的にロックをかけます。
ロック解除：強制的にロックを解除します。
クライアント音量調 クライアント PC の音量を調節します。この項目を選択すると[音量調節]
整
が表示されます。ボリュームを調節して[設定]をクリックします。
料金制変更履歴

料金プランの変更履歴を表示できます。
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メニュー項目

操作内容

共通

開始時間変更履歴

開始時間の変更履歴を表示できます。

一時停止内訳

一時停止をした時間の記録を参照できます。

座席移動履歴

座席の移動記録を参照できます。

ロック解除履歴

ロックを解除したスタッフと時刻を一覧表示した[ロック施錠/解錠履歴照
会]画面が表示されます。

●コントロールパネルメニュー
使用中/待機中両方の PC に共通のコントロールパネルメニューの項目は以下のとおりです。
メニュー項目

操作

IP アドレス指定（設定） クライアント PC の IP アドレスを指定します。
遠隔コントロール

クライアント PC の画面をカウンターPC 上に表示し、遠隔コントロー
ルできます。※この項目は座席使用中は表示されません。

コントロールパネル

Windows のシステム設定に使用するコントロールパネルの表示/非表
示を設定します。この項目を選択すると表示されるサブメニューから以
下を選択します。選択した項目にはチェックマークが付きます。チェッ
クマークは再度選択すると消去されます。
• すべて表示：コントロールパネルの内容をすべて表示します。
• すべて非表示：コントロールパネルの内容をすべて表示しません。
• 一部表示/非表示：コントロールパネルの指定した項目だけを表示し
ます。[コントロールパネルの表示/非表示設定]画面で表示項目を設
定します。

クライアントセキュリテ レジストリ、タスクマネージャ、プログラム実行などの Windows のシ
ィ
ステム操作機能を保護します。この項目を選択すると表示されるサブメ
ニューから以下を選択します。選択した項目にはチェックマークが付き
ます。チェックマークは再度選択すると消去されます。
• すべて保護：レジストリ、タスクマネージャ、プログラム実行機能
のすべてを使用不可にします。
• レジストリ保護：レジストリの編集機能を使用不可にします。
• タスクマネージャ保護：タスクマネージャを使用不可にします。
• スタート実行保護：プログラムの実行機能を使用不可にします。
• ドライブ表示/非表示：[ドライブ表示/非表示]画面で非表示にするド
ライブを選択します。
ブース状況管理

座席の清掃状況を記録しておくために、項目を選択してチェックマーク
を付けておきます。

ドライブ保護

指定したクライアント PC のドライブを使用不可にします。この項目を
選択すると[ドライブ表示/非表示]画面が表示されます。
チェックを付けたドライブが非表示に
なり使用不可となります。
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プログラム管理

現在実行中のプログラムを確認し削除できます。

プロセス管理

現在実行中のプロセスを確認し削除できます。

すべてのプログラム終了

クライアント PC 上で実行中のすべてのプログラムが終了されます。
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メニュー項目

操作

使用者プログラム実行

クライアント PC 上で指定し
たプログラムを実行します。
この項目を選択すると[プロ
グラム実行]画面が表示され
ます。
[検索]ボタン：実行するプログラムを検索し[実行対象]欄に入力できま
す。
[保存]ボタン：[実行対象]欄に入力した内容を保存し次回も使用できる
ようにします。
[実行]ボタン：実行対象をすべてのクライアント PC に対して実行しま
す。

クライアント終了

TBM5 クライアントプログラムを終了します。

クライアント再実行

TBM5 クライアントプログラムを再実行します。

クライアントアップグレ TBM5 クライアントプログラムをアップグレードします。
ード
バージョン確認

TBM5 クライアントプログラムのバージョンを表示します。

■店舗からのお知らせ送信
使用開始前のロック状態のクライアント PC に店舗からのお知らせを表示することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [お知らせ設定]
[公知事項設定]画面が表示されます。

2. [お知らせ]を入力し、[追加]をクリックするとリストに公知番号とともにお知らせが表示されます。
お知らせは最大 5 行まで登録できます。
3. 既に入力済みのお知らせを修正または削除する場合は、対象のお知らせをリストでクリックし、修正
の場合は[お知らせ]に再入力してから[修正]を、削除の場合は[削除]をクリックします。
4. [今すぐ適用]をクリックします。
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■プログラム実行遮断
すべてのクライアント PC で特定のプログラムが実行されないように設定できます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [プログラム実行遮断]
[プログラム実行遮断]画面が表示されます。

2. プログラムの実行遮断を行う場合は[プログラム実行遮断を使用する]にチェックを付けます。また、
実行遮断を行う場合に使用者に警告メッセージを送る場合は[使用者に警告メッセージを表示]にチ
ェックを付けます。
3. 実行遮断するプログラム名またはプロセス名を[プログラム名]または[プロセス名]に入力し、[追加]
ボタンをクリックするとリスト内にプログラム名またはプロセス名が表示されます。
4. リストの修正、削除を行う場合は、対象の行をクリックします。修正の場合は[プログラム名]または[プ
ロセス名]を訂正し、[修正]ボタンをクリックします。削除の場合は[削除]ボタンをクリックします。
5. リスト内の遮断するプログラムまたはプロセスにチェックを付けます。
6. [保存]ボタンをクリックします。画面が閉じます。これ以降、指定したプログラムまたはプロセスを
実行しようとしても遮断されるようになります。
[ファイル保存]をクリックすると現在の設定状態が保存されます。保存した設定内容は[ファイル読み
込み]をクリックして再設定することができます。

■旧バージョンプログラムの削除
クライアント PC に TBManager4 のクライアントプログラムがインストールされている場合、以下の操
作で一括して削除することができます。
次の操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [TBMan4 削除]
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第 12 章 料金設定
この章では、店舗の利用料金の設定方法を説明します。コンテンツ情報、一般料金、会員料金、指定席料
金、前払い定額の各料金を設定します。

■料金設定画面の表示
料金設定画面は以下の操作で表示します。
7. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [料金設定]
料金設定画面が表示されます。

8. 設定するタブをクリックします。

■コンテンツ情報の設定
[コンテンツ情報]タブでは以下の操作を行うことができます。
• すべての料金制に共通する情報の設定
• 料金バーコードの印刷
• コンテンツの登録と設定
• クーポンの登録
！重要
設定内容を変更した場合は、必ず最後に[適用]ボタンをクリックしてください。

100

第 12 章

料金設定

それぞれの設定は以下のように行います。

●店舗共通情報
すべての料金制に共通した情報を設定します。

営業時間【昼間】
昼間の営業時間を 24 時間表記で設定します。この時間範囲外の時間帯は夜間営業時間となります。この
区分は昼間と夜間の料金設定で使用されます。

施設利用料
施設利用料を課金する場合は、[施設利用料]にチェックを付けます。課金方式は以下の 2 つのいずれかを
選択し、請求額を入力します。
利用時間時間課金：時間単位で施設利用料を課金します。
利用回数課金：利用する都度、定額を課金します。

料金体系の単一化
[登録されたコンテンツが複数あっても該当するコンテンツのみ適用されます]にチェックを付けると、チ
ェックを付けたときに表示されているコンテンツの料金体系がすべてのコンテンツに対して適用されま
す。
！注意
コンテンツの新規登録や複数利用設定などを行う場合は、このチェックマークをいったん外して登録、設定を
行ってください。
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●コード出力
料金設定で設定した料金のバーコードを印刷できます。
1. [料金コード]をクリックすると、[料金コード出力]画面が表示されます。

2. [料金指定]でリストに表示される料金の範囲を以下から選択します。
・全ての料金：登録されている料金をすべてリストに表示します。
・コンテンツ別：コンテンツを選択するとコンテンツ別の料金がリストに表示されます。
3. 料金コードを個別に印刷したい場合はリストの行頭にチェックを付けます。[全て選択]をクリックす
るとすべての料金コードにチェックが付きます。[選択解除]をクリックするとすべてのチェックが外
れます。

●コンテンツ管理
店舗で提供するコンテンツを登録し、複数利用の有無、利用時の料金単位、単位時間、有料ゲームの利用
料などの詳細を設定します。

コンテンツ名
料金制を設定するコンテンツを選択します。[一般料金]などのタブを選択すると、ここで選択したコンテ
ンツの料金制が表示されます。
新規のコンテンツを登録する場合は以下の操作を行います。
1. [登録]ボタンをクリックします。コンテンツ名の入力画面が表示されます。
2. コンテンツ名を入力します。
3. [確認]をクリックします。新規のコンテンツ名が[コンテンツ名]欄に表示されます。
コンテンツを新規登録すると、同時に他のコンテンツで登録されている料金制（一般料金、会員料金、指
定席料金、前払い定額）が新規のコンテンツの料金制としてすべて複製されます。
！重要
コンテンツごとに料金制が設定されると料金体系が複雑になる傾向があります。単一の料金体系をすべてのコ
ンテンツに適用したい場合は、店舗共通情報の[登録されたコンテンツが複数あっても該当するコンテンツのみ
適用されます]にチェックを付けてください。

複数利用設定
1 つの座席を複数の利用者が共有して使用するコンテンツの場合は、[複数利用設定]にチェックを付けま
す。例えば、ビリヤード席、ダーツ席、カラオケ席など一区画を二人以上で使用するときに設定してくだ
さい。
！重要
複数利用設定をしたコンテンツを割り当てた座席には複数利用設定可のマーク（
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料金単位
時間単価で料金を積算していく場合の最小料金単位を設定します。
例えば、1 時間 1000 円の時間単価の場合、最小料金単位を 100 円に設定すると、6 分ごとに 100 円
ずつ料金が積算されます。
[単位料金を切り上げ処理します]にチェックを付けると、使用開始と同時に最小料金単位が積算され、以
降料金分の時間が終了するのと同時に次の単位利用時間分の積算が行われます。チェックを付けないと、
単位利用時間の半分が経過したところで最小料金単位が積算されます。

単位時間
料金計算をするための時間を計測する際の最小単位時間を設定します。
[時間（分）が適用されます]にチェックを付けると、使用開始時に最小単位時間が加算される切り上げ方
式が適用されます。チェックを付けないと、最小単位時間の半分が経過した時点で最小単位時間が加算さ
れます。

有料ゲーム料金単位
有料ゲームの課金時の料金を計算する時間単価を設定します。
[単位料金を切り上げ処理します]にチェックを付けると、使用開始と同時に最小料金単位が積算され、以
降料金分の時間が終了するのと同時に次の単位利用時間分の積算が行われます。チェックを付けないと、
単位利用時間の半分が経過したところで最小料金単位が積算されます。

定額料金単位
利用料を前払いする場合の時間単価を設定します。
例えば、定額料金単位 1000 円で利用時間 2 時間ならば、使用開始時点で精算額に 2000 円が加算され
ます。

指定席料金制
[指定席料金制]にチェックを付けると、指定席に設定されている座席を利用した場合に座席料金が基本料
金として加算されます。

会員料金制
[会員料金制]にチェックを付けると、会員が入室処理を行った場合に会員料金を適用することができるよ
うになります。

クーポン登録
料金割引に使用するクーポンを登録できます。
1. [クーポン登録]ボタンをクリックします。[クーポン選択]画面が表示されます。

2. [クーポン名]と[クーポン金額]を入力します。
3. [登録]ボタンをクリックします。リストにクーポン名が表示され、バーコードが自動生成されます。
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4. 登録済みのクーポンを修正する場合は、リストのクーポンをクリックして選択し、修正内容を入力し
た後、[修正]ボタンをクリックします。
5. 登録済みクーポンを削除する場合は、リストのクーポンをクリックして選択し、[削除]ボタンをクリ
ックします。
6. クーポンのバーコードを印刷したいときは、リストのクーポンにチェックマークを付けるか、または
[全てバーコード出力]にチェックを付けて[バーコード出力]ボタンをクリックします。

■一般料金の設定
[一般料金]タブでは一般料金の登録と設定を行うことができます。導入時に基本的な後払い従量制の料金
が登録されています。

！注意
料金の登録、設定を終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックして設定内容を保存してください。

●料金の新規登録
料金を新規登録する場合は以下の手順で操作します。
1. 画面上部の料金表示欄右上の新規登録マーク

をクリックします。料金名を入力するための空欄が

現在表示されている料金の下に表示されます。
2. 料金名を入力して[Enter]キーを押します。

3. [料金詳細項目設定]欄で右上の新規登録マーク

をクリックするか、または枠内を右クリックして

表示されるメニューで[追加]を選択します。詳細項目設定行が表示されます。
4. [適用時間 1]をクリックして「利用開始から【基本料...」と表示させます。
5. 基本料金だけで利用できる時間を[料金区間]で時間単位、[料金区間 2]で分単位で選択入力します。
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6. [昼間料金]と[夜間料金]の基本料金を入力します。
7. 枠内を右クリックして表示されるメニューで[追加]を選択し、さらに詳細項目設定行を表示させます。
8. 次の行で基本料金分の時間が経過した後の時間範囲や料金を設定します。[適用時間 1]では通常「以
後終了まで」を選択します。
9. 料金計算のための単位時間を[料金区間]で時間単位、[料金区間 2]で分単位で選択入力します。
10. [昼間料金]と[夜間料金]の時間単価を入力します。
11. [適用]ボタンをクリックしていったん料金を登録します。続けて以下のオプション設定を行います。
！重要
詳細項目設定行を次々に追加することによって、例えば 2 時間ごとに料金を細かく変更するなどの設定をする
こともできます。

●料金のオプション設定
登録した料金に以下のオプション設定を行うことができます。料金を選択した状態で以下の設定を行い、
最後に[適用]ボタンをクリックします。

曜日及び時間帯設定
[曜日及び時間帯設定]で登録した料金を使用できる曜日を設定します。[毎日]をクリックしてすべての曜
日にチェックマークを付けるか、または曜日ごとにチェックマークを付けます。
[選択した曜日では、代表料金よりこの料金が先に適用されます。]にチェックを付けると、指定した曜日
では、一般料金の代表料金よりもこちらの料金が優先して適用されます。
[時間帯設定]で料金を使用可能な時間帯を設定します。[利用開始時間]と[利用終了時間]に入力します。
[時間制限なし]にチェックを入れると、料金を常時使用可能になります。

管理者権限設定
[管理者権限設定]でこの料金を使用できるスタッフ権限を指定します。指定したランクよりも低いランク
のスタッフはこの料金を適用できません。

ポイント積立
[ポイント積立]でこの料金を適用した際に積立ポイントが発生するかどうかを指定します。[ポイント提
供]にチェックマークを付け利用料金の何％をポイントとして積立てるかを入力します。[この料金はポイ
ントを発生しない]にチェックマークを付けるとポイント積立は行われません。

商品追加
フードなどの商品を付けたパック料金を設定する場合に、料金名の後ろに追加する商品名を入力します。
！重要
この機能は在庫管理とは連動していません。

代表料金制の使用
現在、設定している料金を一般料金制の代表料金として設定する場合にチェックを付けます。[適用]ボタ
ンをクリックすると、チェックマークを外すことができなくなります。
このチェックマークは他の料金を代表料金として設定すると消去されます。

！重要
設定がすべて終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックしてください。
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●料金の修正
料金の設定内容を修正する場合は、料金をクリックして選択し、修正箇所を設定して[適用]ボタンをクリ
ックします。

■会員料金の設定
[会員料金]タブでは利用者が会員の場合の料金の登録と設定を行うことができます。導入時に基本的な会
員料金が登録されています。

！注意
料金の登録、設定を終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックして設定内容を保存してください。

●料金の新規登録
料金を新規登録する手順は一般料金の場合と同様です。
「一般料金の設定」
（104 ページ）を参照してく
ださい。

●料金のオプション設定
登録した料金にオプション設定を行うことができます。[曜日及び時間帯設定]から[商品追加]までのオプ
ションは一般料金の場合と同様です。
「一般料金の設定」
（104 ページ）を参照してください。

会員レベル
設定している料金が適用される会員レベルを選択します。
[指定席料金は適用しない場合はこの料金が優先適用する。]にチェックを付けると、指定席を利用しない
場合は指定した会員の代表料金としてこの料金が適用されます。
！重要
設定がすべて終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックしてください。

●料金の修正
料金の設定内容を修正する場合は、料金をクリックして選択し、修正箇所を設定して[適用]ボタンをクリ
ックします。
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■指定席料金の設定
[指定席料金]タブでは指定席を利用する場合の料金の登録と設定を行うことができます。

！注意
料金の登録、設定を終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックして設定内容を保存してください。

●料金の新規登録
料金を新規登録する手順は一般料金の場合と同様です。
「一般料金の設定」
（104 ページ）を参照してく
ださい。

●料金のオプション設定
登録した料金にオプション設定を行うことができます。[曜日及び時間帯設定]から[商品追加]までのオプ
ションは一般料金の場合と同様です。
「一般料金の設定」
（104 ページ）を参照してください。

指定席料金を適用する席選択
設定している料金を指定席料金として適用する座席を選択します。
座席のリストで行頭にチェックマークを付けると、指定席料金が適用される座席として設定されます。
！重要
設定がすべて終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックしてください。

●料金の修正
料金の設定内容を修正する場合は、料金をクリックして選択し、修正箇所を設定して[適用]ボタンをクリ
ックします。
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■前払い定額料金の設定
[前払い定額]タブでは前払いで利用する場合の料金の登録と設定を行うことができます。

注意
料金の登録、設定を終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックして設定内容を保存してください。

●料金の新規登録
前払い定額料金を新規登録する場合は以下の手順で操作します。
1. 画面上部の料金表示欄右上の新規登録マーク

をクリックします。料金名を入力するための空欄が

現在表示されている料金の下に表示されます。
2. 料金名を入力して[Enter]キーを押します。

3. [料金詳細項目設定]欄で右上の新規登録マーク

をクリックするか、または枠内を右クリックして

表示されるメニューで[追加]を選択します。詳細項目設定行が表示されます。
4. 前払い料金で利用可能な時間を[料金区間]で時間単位、[料金区間 2]で分単位で選択入力します。
5. [定額料金]に前払い料金を入力します。
6. 続けて料金オプションを設定します。
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●料金のオプション設定
登録した料金にオプション設定を行うことができます。[曜日及び時間帯設定]から[商品追加]までのオプ
ションは一般料金の場合と同様です。
「一般料金の設定」
（104 ページ）を参照してください。

前払い定額が終了した後の適用する料金選択
前払い定額の利用時間が経過した後、継続利用する場合に適用できる料金制をリストから選択します。
[前払い定額が終了すると自動的に次の料金を適用する]にチェックマークを付けると、カウンターで継続
手続きをしなくても自動的に料金が積算されるようになります。
！重要
設定がすべて終了したら、必ず[適用]ボタンをクリックしてください。

●料金の修正
料金の設定内容を修正する場合は、料金をクリックして選択し、修正箇所を設定して[適用]ボタンをクリ
ックします。
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第 13 章 座席の
座席の設定
この章では、店舗管理画面の座席表示に関する設定方法について説明します。

■座席数の設定
座席数は TBM5 導入時に初期設定されています。ここでは、店舗開設後に座席数を変更する場合の操作
方法を説明します。
！重要
座席数（PC 台数）の上限はプログラムライセンスによって決まります。上限を超えて座席数を増やす場合は
追加ライセンスを購入していただく必要があります。

1. タスクトレイのサーバーアイコンをクリックします。サーバーメニューが表示されます。
2. [全体 PC 配列設定]を選択します。[PC 配列設定]画面が表示されます。

3. [実際台数]に実際の設置台数を入力します。
4. [縦]と[横]の欄に数値を入力すると[総台数]の欄に縦×横の計算結果が表示されます。[実際台数]の値
が[総台数]の値以内に収まるように[縦]と[横]の値を調節してください。例えば実際の台数が 50 台
の場合は縦 8、横 7 程度に設定すると管理画面が見やすくなります。管理画面上では、[縦]に入力し
た数が縦方向の列数、[横]に入力した数が横方向の列数になるように升目状に表示されます。
5. [表示する横列数]に 1 画面内に表示する横方向の列数を入力します。
6. [入力]をクリックします。プログラムが再起動します。
！注意
PC 配列の変更操作を行うと、座席配置やパーティション配置が初期化されます。ご注意ください。

110

第 13 章

座席の設定

■座席のブース設定
各座席には、料金設定で登録したコンテンツ（ネットカフェ、ビリヤード、カラオケなど）を割り当てま
す。コンテンツの割り当てはブース設定によって行います。

●ブース（コーナー）の作成
コンテンツを座席に割り当てるためのブース（コーナー）を作成します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [ブース設定]
[コーナー管理]画面が表示されます。

2. [コンテンツ名]の[ ]をクリックすると料金設定で登録したコンテンツがリスト表示されます。表示
されたリストからコンテンツを選択します。
3. [コーナー名]を入力します。
4. [追加]ボタンをクリックします。左側のリストにコーナーが追加されます。
リストのコーナー名、コンテンツを修正する場合は対象の行をクリックして選択し、[コンテンツ名]、
[コーナー名]を修正した後、[修正]ボタンをクリックします。
リストのコーナーを削除する場合は、対象の行をクリックして選択後、[削除]ボタンをクリックします。
5. [保存]をクリックします。

●座席のブース設定
各座席のブースを指定します。これによって各座席で提供されるコンテンツが決定します。また、同時に
座席状況（清掃中、準備中、点検中、調整中）、座席の表示イメージ、i-フィルター（93 ページ参照）な
どの設定を行うことができます。
6. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [座席ブース設定]
[座席環境設定]画面が表示されます。

すべての座席が番号順に一覧表示されます。
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7. 環境設定する座席をリストからクリックして選択します。
8. 画面左側の設定欄で設定内容を選択し、[適用]ボタンをクリックして設定します。以下の設定欄があ
ります。
設定欄
コーナー選択
席状況

席のイメージ選択

待ち受けイメージ選択

i-フィルター設定

設定操作
ブースの作成で作成したコーナーを選択します。[ ]をクリックして表示
されるリストからコーナー名を選択します。
[ ]をクリックして表示されるリストから座席の状況（清掃中、準備中、
点検中、調整中）を選択します。どれにも該当しない場合は空白を選択し
ます。
未使用時の座席の表示イメージを選択します。[イメージ選択]をクリック
すると[コーナー画面設定]画面が表示されます。
デフォルトの状態から変更したいときは[イメージ参照]をクリックして、
変更イメージの Bitmap ファイルを指定します。[修正]ボタンをクリック
し、さらに[適用]をクリックすると表示イメージが変更されます。
店舗管理画面のツールバーで[待機中 PC]ボタン（アイコン）をクリック
したときに、利用中座席のイメージとして表示される背景色を選択しま
す。[イメージ選択]をクリックすると[コーナー画面設定]画面が表示され
ます。
デフォルトの状態から変更したいときは[イメージ参照]をクリックして、
変更イメージの Bitmap ファイルを指定します。[修正]ボタンをクリック
し、さらに[適用]をクリックすると表示イメージが変更されます。
i-フィルターの ON/OFF とレベルを選択して設定します。i-フィルター
設定については「●i-フィルターによるプログラム使用制限」
（93 ページ）
を参照してください。

9. [閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じます。

■座席の配置構成の設定
以下の 4 通りの画面構成で座席配置を表示できます。各画面構成は店舗管理画面のツールバーのボタンを
クリックして選択します。
構成名とボタン
表示内容
メイン画面構成
PC 配列設定に従って縦横の升目状に座席が表示されます。

フロア画面構成

店舗フロアの実際の座席配置に合わせて各座席を画面上に配置して表示し
ます。設定方法は「●フロア画面構成の設定」（113 ページ）を参照して
ください。

コーナー画面構成

店舗の提供コンテンツで区分して各コーナーの座席配置を表示します。画
面上部のタブでコーナー表示を切替えます。設定方法は「●コーナー画面
構成の設定」（113 ページ）を参照してください。

店内マップ表示

店内マップのイラストに各座席を配置して表示します。店内マップデータ
は導入時に事前組み込みデータとして提供されます。

112

第 13 章

座席の設定

●フロア画面構成の設定
店舗フロアの配置に合わせて座席を配置します。
1. 店舗管理画面のツールバーで[フロア画面構成]ボタン

の[

]をクリックします。

メニューが表示されます。
2. [席配置開始]をクリックします。画面の背景色が変わり、画面左上部に座席が表示されます。

ドラッグして移
動します。

3. 座席をドラッグして 1 つずつ配置位置へ移動します。座席番号 1 番から順にドラッグされます。
4. 座席の配置が完了したら[席配置保存]をクリックします。
！重要
座席の配置が完了したら必ず[席配置保存]を実行してください。保存しないと変更内容が取り消されます。

●コーナー画面構成の設定
ネットカフェ、ビリヤード、漫画喫茶などの提供コンテンツ別に設定したコーナーに座席を配置します。
コーナー画面を表示するためには、最初にコーナーを設定する必要があります。

コーナーの設定
コーナーを設定するためには、以下の操作でパーティションを作成する必要があります。コーナーに設置
する PC の番号を登録する先をパーティションと呼びます。パーティションはコーナーと 1 対 1 で対応
しています。
1. 店舗管理画面のツールバーで[コーナー画面構成]ボタン

の[

]をクリックします。

メニューが表示されます。
2. [コーナー設定]をクリックします。[パーティション設定ウィンドウ]画面が表示されます。
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3. [パーティション名]を入力します。ここで入力した名前はコーナー画面を表示したときにタブに表示
されます。
4. [パーティション内グループ設定]でコーナーに設置する PC のグループを登録します。[グループ最初
の PC 番号]と[グループ最後の PC 番号]を入力し、[グループ追加]をクリックします。リストに追加
した PC グループが表示されます。
PC グループの番号の範囲を修正したいときは、リストの修正行をクリックして選択し、[グループ最
初の PC 番号]と[グループ最後の PC 番号]の値を修正後、[グループ修正]をクリックします。
PC グループを削除する場合は、リストの修正行をクリックして選択し、[グループ削除]をクリックし
ます。
！重要
ブース設定によって PC に割り当てられたコンテンツに合わせてパーティションに登録するように注意してく
ださい。

5. [パーティション縦 PC 配置数]に縦方向の PC 数、[パーティション横 PC 配置数]に横方向の PC 数
を入力します。縦×横の値が総 PC 数よりも大きくなるように設定してください。
6. [パーティション適用]をクリックします。新しいパーティションが作成されます。
7. さらにパーティションを追加する場合は[パーティション追加]、現在表示されているパーティション
を削除する場合は[パーティション削除]をクリックし、操作 3～6 を繰り返します。
8. [確認]をクリックして画面を閉じます。
[キャンセル]をクリックすると、この画面で設定した内容がすべて取消しになります。

座席の配置
実際のフロアの配置に合わせてコーナーに座席を配置する場合は以下の手順で操作します。
1. 店舗管理画面のツールバーで[コーナー画面構成]ボタン（アイコン）をクリックします。コーナー画
面構成が表示されます。
2. 座席を配置するコーナーのタブをクリックします。
3. [コーナー画面構成]ボタンの[
メニューが表示されます。
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4. [席配置開始]をクリックします。画面の背景色が変わり、画面左上部に座席が表示されます。

5. 座席をドラッグして 1 つずつ配置位置へ移動します。座席番号 1 番から順にドラッグされます。
6. 座席の配置が完了したら[席配置保存]をクリックします。
！重要
座席の配置が完了したら必ず[席配置保存]を実行してください。保存しないと変更内容が取り消されます。

■座席情報の設定
座席番号の表示色変更、座席名の表示、喫煙席/禁煙席情報の設定などを行うことができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [座席情報設定]
画面左側に[座席情報設定]領域が表示されます。

2. [座席ボタン名]、[座席名]、[喫/禁煙座席]の 3 つの設定領域から選択してクリックします。選択した
設定領域が表示されます。

●座席番号の色指定
座席表示の上部に表示されている数字の色を変更できます。
1. [座席ボタン名]をクリックします。
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2. 変更する座席の[開始席 No]と[最終席 No]を入力します。
3. [カラー指定]をクリックして表示されたカラー一覧から色をクリックして選択し[OK]をクリックし
ます。
4. [追加]ボタンをクリックします。指定範囲の座席番号の色が指定色に変更されます。
5. 座席範囲や指定色を修正する場合はリストの行を選択し設定内容を変更した後、[修正]ボタンをクリ
ックします。
6. 色指定を削除する場合はリストの行を選択後、[削除]ボタンをクリックします。

●座席名の設定
座席表示の上部に表示されている数字の代わりに座席名を表示できます。
1. [座席名]をクリックします。

2. 変更する座席の[開始席 No]と[最終席 No]を入力します。
3. [席の名前]に表示する座席名を入力します。
4. [プログラム情報]にこの座席で実行可能なプログラム名を入力します。
5. 座席名の前後に番号またはアルファベット順の英字を表示する場合は、[入力値設定]に開始番号また
は開始英字を入力し、[前][後]で付加する位置を指定します。例：一般 A、一般 B、...のように表示
されます。
6. [追加]ボタンをクリックします。指定範囲の座席番号に座席名が表示されます。
7. 座席範囲や表示名を修正する場合はリストの行を選択し設定内容を変更した後、[修正]ボタンをクリ
ックします。
8. 座席名を消去する場合はリストの行を選択後、[削除]ボタンをクリックします。
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●喫/禁煙座席の情報表示
座席に喫煙席、禁煙席、一般席の情報を設定できます。
1. [喫/禁煙座席]をクリックします。

2. 変更する座席の[開始席 No]と[最終席 No]を入力します。
3. 喫煙席、禁煙席、一般席のいずれかを選択します。
4. [追加]ボタンをクリックします。指定範囲の座席番号に情報が設定されます。設定した情報は各座席
を右クリックして表示されるメニューから[喫/禁煙設定]を選択すると確認できます。
5. 座席範囲や情報を修正する場合はリストの行を選択し設定内容を変更した後、[修正]ボタンをクリッ
クします。
6. 情報設定を取り消す場合はリストの行を選択後、[削除]ボタンをクリックします。
！重要
喫/禁煙設定は座席の情報を個別に変更することもできます。
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第 14 章 運営環境の
運営環境の設定
この章では、使用権限の設定などプログラムを使用する上で必要な詳細な使用上のルールなどを設定する
方法について説明します。

■店舗運営環境の設定
●設定画面の表示
運営環境を設定するための画面は以下の手順で表示します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [店舗運営]
画面左側に[運営環境 設定]領域が表示されます。
2. 必要に応じて以下の各設定領域を展開し設定を行います。各設定領域の詳細な内容については、参照
ページをご覧ください。
設定領域
運営権限

運営機能 1

運営機能２

会員レベル
会員登録

レシート出力設定

勤怠管理
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設定項目
運営権限設定
売上取消制限時間設定
未払機能
運営方法設定
運営方法
座席移動
積算の際、PC 動作設定
前払い定額の終了後
一時停止機能
お客様用の PC 管理情報
会員使用表示
日間売上集計基準時間変更
レベル自動設定有無の選択
自動レベル環境設定
会員登録費設定
新規サービス設定
会員登録処理
デバイス使用
出力設定
お礼の言葉
メッセージ
OPOS Version
勤怠時間

参照ページ
119 ページ

119 ページ

120 ページ

121 ページ
121 ページ

122 ページ

122 ページ
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●運営権限
設定を変更したら必ず最後に[適用]ボタンをクリックしてください。

運営権限設定
各運営権限を持つことのできる職位の範囲を設定します。設定した職位以上のスタッフに各権限が付与さ
れます。
• ロック/解除権限：クライアント PC のロック/ロック解除権限が付与されます。
• 会員情報修正権限：会員ランクとポイントを修正する設定を付与します。
• 無料使用権限：無料で PC を使用させることのできる権限を付与します。
• サービス時間提供権限：利用時間をサービスできる権限を付与します。[最大提供可能サービス]にサ
ービス提供できる最大時間を設定します。
！注意
ロック/解除権限および会員情報修正権限は、業務上横領の誘因となる可能性があるので、店長または経営者以
上の職位に権限を付与することをお勧めします。

売上取消制限時間設定
[制限時間]に設定した時間内であれば、いったん伝票締め切りを行った売上をキャンセルし、お客様に座
席を継続使用してもらうことができます。売上取消しが可能な制限時間を分単位で入力します。

料金最大値設定
前払い定額料金で設定可能な最大時間を[定額時間制限]に時間単位で入力します。

未払機能
未払処理に関して設定します。各項目にチェックマークを付けたときの設定内容は次のとおりです。
• 未払い機能を使用する：会員に対して未払いを許可する場合にチェックします。
• 使用制限：[制限金額]以上の未払がある会員については使用を制限します。[制限金額]に円単位で入
力してください。
• 未払いがある場合、顧客座席にポップアップ表示：未払いがある会員が入室処理したときにポップア
ップで未払い金額を通知します。

運営方法設定
退室処理時にクライアント PC を自動的にロック状態にするかどうかを設定します。以下のどちらかを選
択します。
• クライアント自動ロック：退室処理時にクライアント PC が自動的にロックされます。
• クライアント手動ロック：クライアント PC のロックは手動で行います。

●運営機能 1
設定を変更したら必ず最後に[適用]ボタンをクリックしてください。

運営方法
クライアント PC の使用開始時にカウンターへの申告が必要かどうかを設定します。以下のとちらかを選
択します。
• カウンターに申し付け無しで使用：カウンターに申告しなくてもクライアント PC を使用できます。
• カウンターに申し付けてから使用：カウンターに申告しないとクライアント PC が使用できません。

座席移動
座席の移動に関して設定します。各項目にチェックマークを付けたときの設定内容は次のとおりです。
席移動の自動処理：座席画面をドラッグするだけで座席移動ができます。チェックを付けないと、座席移
動時にカウンターからの移動承認が必要になります。
座席移動時 PC 再起動：座席移動すると、移動前のクライアント PC が自動的に再起動されます。
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精算の際、PC 動作設定
退室処理が完了し、使用終了したときのクライアント PC の動作を以下の 3 つから選択します。
• 待ち受け画面の自動ロック：待ち受け画面が表示されロック状態になります。このとき、さらに以下
の設定をオプションで追加できます。
モニターの節電機能使用：節電機能によってモニターをオフにします。
すべてのプログラム終了：実行中のプログラムをすべて終了します。
• 再起動する：PC を再起動します。
• 電源 OFF する：PC の電源をオフにします。再起動または電源 OFF を選択した場合はさらに以下の
設定を追加できます。
前払い定額の際、再起動/電源 OFF しない：前払い定額料金で利用中の場合は、PC の再起動または電
源 OFF を実行しません。
分後、再起動/電源 OFF する：退室処理完了後、再起動または電源 OFF を実行するまでの時間を分単
位で指定します。

前払い定額の終了後
前払い定額料金による使用が終了後の処理方法を以下の 2 つから選択します。
• 追加金額発生で継続使用：前払いした使用時間が経過しても使用状態を継続し、超過時間に対しては
追加料金が計算されます。
• 精算自動処理：前払いした使用時間が経過すると自動的に精算処理が開始されます。

一時停止機能
使用者が一時的に座席を離れるときにクライアント PC を一時停止できるようにするかどうかを設定しま
す。設定する項目にチェックを付けてください。
• 一時停止機能を使用する：一時停止ができるようにします。一時停止中は料金が加算されません。
• すべてのプログラム終了：一時停止したときにすべてのプログラムを終了します。

●運営機能 2
設定を変更したら必ず最後に[適用]ボタンをクリックしてください。

お客様用の PC 管理情報
クライアント PC の詳細な管理方法を設定します。設定する項目にチェックマークを付けます。
• 時計マークのクリックで精算締切：使用中座席の時計マークをクリックすると精算処理が開始されま
す。
• お客様の使用情報を右上に表示：使用者情報ウィンドウをクライアント PC 上の右上隅に表示します。
• お客様の使用プログラム表示：クライアント PC で使用中のプログラムを表示します。
• お客様のメモ情報をリストで表示：会員管理で会員のメモに記録した内容を店舗管理画面で参照でき
るようにします。
• 誕生日のお知らせを表示する：会員情報に基づいて、誕生日に利用する会員のクライアント PC に誕
生日のお知らせを表示します。
• PM 時～ 時まで未成年者表示：指定した時間範囲で未成年者が利用している場合は表示されます。
• チケットメモがある場合ポップアップで表示：入室処理の際のメモ入力がある場合、座席画面でポッ
プアップ表示します。
• PC 情報ウィンドウ文字ボタンサイズ自動設定（Windows XP/2000 でのみ使用可能）
：座席画面の
表示文字サイズを画面サイズに合わせて自動調整します。
• 退室処理の際、ゴミ箱表示：退室処理が完了すると座席画面にゴミ箱が表示されます。ゴミ箱は清掃
完了確認後クリックすると消去されます。
• お客様から POS へメッセージ送信機能使用：クライアント PC からカウンターへメッセージを送信
できます。
• お客様から呼出機能使用：クライアント PC から呼出機能を使用できます。
• 業務連絡メモ機能を使用：業務連絡用メモ機能が使用できます。
• カード読込みの拡張機能適用：会員カードの読込み拡張機能を使用可能にします。
• 清掃チェック機能を使用：清掃完了のチェックの際に完了確認画面が表示され、スタッフコード、メ
モなどを入力する必要があります。
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お客さまの名前及び使用状況を隠す：クライアント席のお客様の名前、使用状況が表示されなくなり
ます。

会員使用表示
座席画面上での会員情報の表示形式を以下の 2 つから選択します。
会員名（年齢）
：会員氏名と年齢が表示されます。
会員名（会員番号）：会員氏名と会員番号が表示されます。

日間売上集計基準時間変更
本日内訳より売上内訳へ内訳が移行される基準時間を設定します。
例えば、24 時間営業の店舗で売上集計基準時間を午後 9 時に設定すると、午後 9 時以降が本日内訳へ含
まれ、前日午後 9 時以降終了のお客様から本日午後 9 時以前に終了したお客様の内訳が売上内訳へ移行
されます。売上内訳の日別内訳は売上集計基準時間を基準に日別集計されます。
レジ閉め（閉店）時：日間の売上集計基準時間を入力します。指定した時刻以降にレジ閉め作業を開始で
きます。
レジ閉めのお知らせ：日間の売上集計基準時間を知らせる「お知らせ表示」を何分前から表示するか分単
位で設定します。例えば 10 分に指定すると、基準時間の 10 分前からカウンターPC の画面にお知らせ
が表示されます。
前日当日/当日翌日：決算処理日を業務開始時刻を基準として設定します。前日の業務終了時刻と当日の
業務開始時刻との間で午前零時を迎えるかどうかが判断基準となります。例えば、営業時間が 9 時から
23 時の店舗の場合は、
「0:00:00～決算基準時」が「前日」、
「決算基準時刻～23:59:59」が「当日」と
なるので[前日当日]を選択します。また、24 時間営業の店舗の場合は、
「0:00:00～決算基準時」が「当
日」、
「決算基準時刻～23:59:59」が「翌日」となるので[当日翌日]を選択します。

データバックアップ
すべてのデータの自動バックアップ時刻を 24 時間制で設定します。

●会員レベル
会員レベルの決定方法を設定します。

レベル自動設定の有無
指定期間内の会員の使用料金によって会員レベルを自動的に決定するかどうかを設定します。以下のどち
らかを選択します。
経営者権限より手動設定：経営者権限で各会員ごとに手動で会員レベルを設定します。
利用金額により自動設定：指定期間内の利用金額に応じて自動的に会員レベルが設定されます。

自動レベル環境設定
会員レベルを自動設定する場合の条件を設定します。
使用期間基準：会員の利用料金を集計する期間を月単位で入力します。
会員レベル：[ ]をクリックして表示されるリストから会員レベルを選択します。
使用金額基準：指定した会員レベルになるための最小使用金額を入力します。
手動設定：基準を設定した上でさらに経営者権限によって会員レベルを決定する場合はチェックマークを
つけます。
登録：条件をすべて設定したらこのボタンをクリックするとリストの会員レベルと条件が表示されます。

●会員登録
会員新規登録時の運営環境を設定します。

会員登録費設定
会員登録時と会員更新時の費用などを設定します。
新規会員登録費：新規登録時費用を入力します。
会員カード再発行：紛失等による再発行費用を入力します。
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会員有効期間：会員資格の有効期間を入力します。
会員更新費：会員更新時の費用を入力します。

新規サービス設定
会員新規登録時に店舗から提供する利用時間またはポイントのサービスを設定します。
新規登録サービス：サービスする利用時間数を入力します。
新規登録ポイント：サービスするポイント数を入力します。

会員登録処理
新規登録の際、名前自動処理：チェックを付けると、新規会員登録画面を開いたときに、自動的に姓に「新
規」
、名前に「会員」と表示されます。

●レシート出力設定
レシート出力に関する設定を行います。

デバイス使用
カウンターで使用する周辺機器を選択します。カウンターPC に接続されている機器にチェックを付けま
す。

出力設定
出力するレシートの種類にチェックを付けます。

お礼の言葉
レシートに印字するお礼の言葉を入力します。

メッセージ
キャンペーン期間のお知らせなどのメッセージを印字する場合はここで入力します。

OPOS Version
レシートプリンターなどを PC に接続する際のインターフェースのバージョンを選択します。

●勤怠管理
勤怠時間
従業員の夜間業務時間を規定します。夜間勤務となる時間範囲を 24 時間制で入力します。
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■画面表示権限の設定
スタッフの職位別に、表示できる管理画面の範囲を設定します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [画面権限設定]
[画面接近権限]画面が表示されます。

2. [管理者選択]で画面表示権限を設定する管理者を選択します。
3. リスト内のスタッフを選択します。
4. [項目選択]でスタッフが表示できる画面にチェックを付けます。
5. [適用]ボタンをクリックします。リストに設定内容が表示されます。
6. すべてのスタッフについて操作 3～5 を繰り返します。
7. [閉じる]をクリックして画面を閉じます。
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■メニュー権限の設定
スタッフの職位別に、利用できる操作の範囲を設定します。
１. 次の操作をおこないます。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [メニュー権限設定]
[画面権限設定]画面が表示されます。

２. [管理者選択]でメニュー権限を設定する対象を選択します。
３. リスト内の[スタッフ]を選択します。
４. [項目選択]でスタッフが利用できるメニューにチェックをつけます。
５. [適用]ボタンをクリックします。リストに設定内容が表示されます。
６. すべてスタッフについて操作を３～５を繰り返します。
７. [閉じる]をクリックして画面を閉じます。

■Excel データ保存先の設定
売上管理などの集計用管理画面ではリストの内容を Microsoft Excel 形式のデータとして保存できます。
データの保存先は以下の手順で設定します。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [エクセル保存経路]
[フォルダの参照]画面が表示されます。

2. 保存先フォルダを選択して[OK]をクリックします。
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第 15 章 PC システムの管理
システムの管理
この章では、カウンター用 PC のシステム関連の設定方法を説明します。

■カウンターPC のネット設定確認
カウンターPC のネットワーク設定を確認できます。
次の操作を行ってください。
メニューバー：[システム管理] ＞ [ネットワーク設定プレビュー]
画面左側に[ネットワーク設定閲覧]画面が表示されます。
カウンターPC の IP アドレス、サブネットマスク、Gateway、MAC アドレスが表示されます。

■時刻の設定
スタッフの勤怠管理データ、店舗の売上データなどを保存しているデータベースへの記録は、正確な日付、
時刻に基づいて行われることがとても大切です。データの日付、時刻はカウンターPC 内蔵の時計によっ
て管理されます。インターネット上のタイムサーバーを利用して、以下の手順でこの時計の正確度を維持
することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [標準時間管理] ＞ [時間差検出]
PC の時計とインターネット上の時刻が比較され、時間差の有無が表示されます。
2. 時間差が検出された場合は続けて次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [標準時間管理] ＞ [標準時間更新]
3. 時間の更新が完了すると、確認メッセージが表示されるので[OK]をクリックします。

■画面デザインの変更
画面表示デザイン（テーマと呼びます）を他のデザインに変更することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[システム管理] ＞ [環境設定] ＞ [テーマ設定]
2. 表示されるサブメニューで画面デザイン（テーマ）を選択します。

■ライセンスおよびプログラム登録の変更
TBManager5 のライセンスの追加やプログラム使用者の登録情報を変更する場合は、以下の手順で操作
します。

●ライセンスの追加、変更
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [ライセンス管理]
[ライセンス管理]画面が表示されます。
2. 「付録 A
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●顧客登録の変更
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [オンライン顧客登録]
[オンライン登録]画面が表示されます。
2. 「付録 A

プログラムの導入」
（134 ページ）を参照して登録内容の変更を行います。

■レシートの再印刷
過去にレシートプリンターで印刷した各種のレシートを再印刷することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [ジャーナル印刷]
[電子ジャーナル機能]画面が表示されます。

2. 再発行するレシートを選択します。[領収証発行]、[レシート発行]のどちらかを選択してください。
3. [検索条件]で、[日付検索]、[時間検索]、[レシート番号]、[スタッフコード]の内、検索条件として使
用したい項目にチェックを付け、それぞれの範囲または値を入力します。
4. [検索]ボタンをクリックします。検索結果が右側のリストに表示されます。
5. 再印刷したいレシートをクリックすると、印刷イメージが画面下部に表示されるので、内容を確認し
た上で[印刷]ボタンをクリックします。
6. [終了]をクリックして画面を閉じます。
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■サーバー稼動時間ログの確認
1. 次の操作を行います。
タスクトレイ（Windows デスクトップ画面の右下）のサーバーアイコンをクリックします。サーバ
ーメニューが表示されます。
2. [サーバー稼働時間ログ]を選択します。[サーバー稼働時間ログ]画面が表示されます。

3. [日間]、[週間]、[月間]、[ユーザー指定]のいずれかを選択します。[ユーザー指定]を選択した場合は、
期間の最初と最後の日付を指定します。指定した期間のログがリスト表示されます。
4. [終了]をクリックして画面を閉じます。
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第 16 章 データベースの管理
データベースの管理
この章では、データベースのバックアップおよび復元操作、手順について説明します。

■データベース管理ツールの表示
1. 次の操作を行います。
タスクトレイ（Windows デスクトップ画面の右下）のサーバーアイコンをクリックします。サーバ
ーメニューが表示されます。
2. [データベース管理ツール]を選択します。[Backup Utility]画面が表示されます。

■バックアップ保存先の指定
バックアップファイルの保存先を設定します。
1. [対象経路の指定]をクリックします。確認メッセージが表示されます。
2. [はい]をクリックします。[対象経路の指定]画面が表示されます。
3. バックアップファイルの保存先を選択し[選択]をクリックします。
4. 選択した保存先のパスが[バックアップファイルコピーの経路]に表示されます。
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■データベースのバックアップ
データベースバックアップは通常は指定時刻に自動的に実行されます。バックアップの時刻指定について
は「第 14 章 運営環境の設定」の「●運営機能 2」（120 ページ）を参照してください。
手動でデータベースをバックアップする手順は以下のとおりです。
1. [Backup Utility]画面で[データベースのバックアップ]を選択します。
2. [実行]ボタンをクリックします。
保存先に MDMan_XXXXXXXXXXXX(手動).ful と MDMan_XXXXXXXXXXXX(手動).log の 2 つ
のファイルが生成されます(XXXXXXXXXXXXX はバックアップされた年月日および時間)。

■データベースの復元
使用中のデータベースが破損した場合は、バックアップファイルからデータベースを復元できます。復元
手順は以下のとおりです。
1. [Backup Utility]画面で[データベースファイルを選んで復元]を選択します。
2. [実行]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されます。
3. [はい]をクリックします。[DB ファイル選択]画面が表示されます。
4. 復元したい年月日のファイルを選択し、[開く]をクリックします。

■データベースのメモリサイズ設定
1. 次の操作を行います。
タスクトレイ（Windows デスクトップ画面の右下）のサーバーアイコンをクリックします。サーバ
ーメニューが表示されます。
2. [データベースメモリーサイズ設定]を選択します。[データベースメモリ設定]画面が表示されます。

3. [現在のサーバーPC の RAM 容量]に表示されている範囲内の値を[データベースメモリ設定]に入力
し、[設定]をクリックします。
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ホームビュアーによる遠隔管理
■ホームビュアーとは
ホームビュアー(Home Viewer)とは、店舗以外の自宅や事務所など、インターネット接続が可能な外部
から店舗の現状をリアルタイムで確認することができる遠隔モニタリング機能です。管理者が店舗にいな
くても、24 時間、他の場所から店舗の運営状況を確認したいときに有効です。

■ホームビュアーUSB の作成
1. カウンターPC に USB メモリーセットします。このとき、USB メモリーには 30 MB 以上の空き領
域が必要です。
2. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [ホームビュアーUSB 作成]
自動的に USB メモリーにホームビュアーが作成されます。

■ホームビュアーUSB の操作
1. 作成したホームビュアーUSB メモリーを遠隔モニタリングを行う PC へセットします。
2. USB メモリー内の HomeView フォルダを開き、HomeVw.exe を実行します。

■ログインの記録
ホームビュアーで店舗に接続した記録を確認することができます。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[使用権限] ＞ [ホームビュアーログイン履歴]
[ホームビュアーログイン内訳]画面が表示されます。

2. [一週間]、[一ヶ月]、[使用者指定]のいずれかをクリックします。また、マルチカウンターを設置し
ている場合は[POS]で[店舗全体]または POS 番号を選択します。
一週間：最近の一週間のホームビュアーの使用内訳が表示されます。
一ヶ月：最近の一ヶ月のホームビュアーの使用内訳が表示されます。
期間指定：指定した期間内の内訳が表示されます。[期間指定]を選択後、期間を設定します。
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第 18 章 マルチマネージャーによる管理
マルチマネージャーによる管理
この章では、店舗に複数のカウンター（POS）を設置する場合の設定方法を説明します。

■マルチマネージャーとは
大型店舗や複数の階で運営される店舗で、複数のカウンターを設置することができる機能です。マルチマ
ネージャーを使用する場合は、以下のようなシステム構成が考えられます。
• 1 台の PC にマネージャーとサーバーをインストールし、それ以外の PC にマネージャーをインスト
ールする。
• サーバーをインストールしたサーバー専用の PC を設置し、マネージャーは他の PC にインストール
する。

■マルチマネージャーの導入
マルチマネージャーを使用する場合は、マルチマネージャー用のライセンスを登録する必要があります。
登録用ライセンスが必要な場合は担当者までご連絡ください。
導入操作は以下の手順で行います。
1. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [ライセンス管理]
[ライセンス登録]画面が表示されます。
2. 支給されたマルチマネージャー用ライセンスを登録します。
3. 次の操作を行います。
メニューバー：[TBManager] ＞ [マルチ POS 登録]
[マルチ POS の IP 設定]画面が表示されます。
4. カウンターとして使用する PC の IP アドレスを設定します。
5. 登録した PC にインストール CD をセットし、マネージャーのみをインストールします。

■使用時の注意点
以下の点を参考に使用してください。
• サーバーと接続できれば正常に実行されます。
• 他のカウンターと共通の管理者を設定することはできません。
• マルチマネージャーは、サブネットアドレスが同一のネットワーク内でのみ使用可能です。
• カウンターマネージャーとマルチマネージャーは同一のサーバーに連結されて動作するので、会員や
売上内訳などに関して統一して管理されます。
• 各カウンターで入力された値や処理動作はすべてのカウンターで確認できます。例えば、あるカウン
ターで受け付けたお客さまの精算を別のカウンターで行うなどの操作が可能です。
• フロアが異なるカウンターでは、フロアのコーナーごとに座席管理画面を作成し、運営すると便利で
す。
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プログラムの導入
プログラムの導入

この章では、プログラムの導入から初期設定までの操作を説明します。

■プログラムの構成
TBManager5 は次のプログラムで構成されています。
• MSDE セットアップ（カウンターPC にインストール）
データベースを保存・管理し、大量のデータの安定した保存・管理を行います。
• サーバープログラム（カウンターPC にインストール）
マネージャープログラムとクライアント（顧客 PC）を接続し、通信可能にします。サーバープログ
ラムが実行されていないとマネージャープログラムとクライアントの相互通信ができません。
• マネージャープログラム（カウンターPC にインストール）
管理者が店舗管理（会計処理など）のために使用します。
• クライアントプログラム（クライアント PC にインストール）
クライアント PC へインストールすることによって、サーバーと接続可能にします。
！重要
同一店舗に複数のカウンターPC を設置する場合（マルチ POS）、サーバーをインストールした PC 以外のカ
ウンターPC にはマネージャープログラムのみをインストールします。
複数のカウンターPC を設置する際に必要となるマルチマネージャーライセンスは別途ご提供します。

■必要なシステム構成
TBManager5 をインストールし、稼動するために必要なシステム構成は以下のとおりです。
！重要
サーバー(カウンターPC)の OS には必ず Window XP または Window 2000 を使用してください。
MSDE をセットアップするためには、いずれかの OS を使用する必要があります。

1) サーバー（カウンターPC、最小限の必要スペック）
CPU : Pentium Ⅲ 700 MHz 以上（Pentium Ⅳ 1.7 GHz 以上を推奨）
HDD : 10 GB 以上の空き容量（40 GB 以上を推奨）
メモリ : 256 MB 以上（512 MB 以上を推奨）
OS : Windows XP または Windows 2000
ネットワークおよびインターネット接続
画面解像度 1024 * 768 以上(1280*1024 推奨)
2) クライアント（顧客 PC）
CPU：Pentium Ⅲ 500MHz 以上
HDD：1 GB 以上の空き容量
OS：Windows 98/se/me または Windows 2000/XP

■インストール前の確認
インストール CD には、次のプログラムおよびデータが納められています。
• マニュアルフォルダ
取扱説明書（本書）が納められています。
• 追加マネージャーフォルダ
マルチマネージャーライセンスを使用する場合に、メインのカウンターPC 以外のカウンターPC また
は管理者 PC にインストールするためのマネージャープログラムが納められています。
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MSDE2000 フォルダ
データベースを保存するプログラムをインストールする際に必要なファイルが納められています。
Client ファイル
クライアント PC にプログラムをインストールするクライアントセットアッププログラムです。
Server ファイル
カウンターPC にサーバーとマネージャーをインストールするプログラムです。サーバーが動作する
カウンターPC ではこのインストールプログラムだけを実行してください。

■インストールの手順
カウンターPC とクライアント PC では、インストール手順が異なります。それぞれ次の順序でインスト
ールを行ってください。
• カウンターPC
周辺装置の接続 ＞ サーバープログラムのインストール ＞ 初期設定
• クライアント PC
クライアント PC にクライアントプログラムをインストール

●カウンターPC のインストール
以下の手順でカウンターPC のインストールと初期設定を行ってください。

周辺装置の接続
カウンターPC にバーコードスキャナー、キャッシュドロワー、ジャーナルプリンター、カスタマディス
プレイ（料金表示画面）を接続します。
1. USB コネクタにバーコードスキャナーを接続します。スキャナー本体のランプが点灯した後消灯す
ると動作が開始されます。
2. ジャーナルプリンターにキャッシュドロワーとカスタマディスプレイを接続し、プリンターをカウン
ターPC の USB コネクタに接続します。詳細な接続方法は各機器の取扱説明書を参照してください。

カウンターPC のセットアップ
以下の操作でプログラムのインストールを行います。データベース ＞ サーバー ＞ マネージャーの順で
プログラムがインストールされます。
1. インストール CD をカウンターPC の CD-ROM ドライブにセットし、CD フォルダ内の Server.exe
をダブルクリックします。「ファイルを解凍中です」と表示されインストールが開始されます。
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2. [使用許諾契約]画面の内容に同意していただけましたら[はい]をクリックしてください。同意いただ
けない場合は[キャンセル]をクリックすればインストールは中止されます。

3. 画面の指示に従って[次へ]をクリックし操作を進めます。
4. [InstallShield Wizard の完了]画面が表示されたらインストールは完了です。[完了]ボタンをクリッ
クします。

5. 確認画面が表示されるので[OK]をクリックし PC を再起動してください。

PC が再起動すると、デスクトップに TBManager5 manager、TBManager5 Server、TBManage
Shutdown アイコンが作成されます。

TBManager4 のデータのインポート（必要な場合のみ）
TBManager4 を既にご使用の場合は、次の手順で TBManager4 のデータを TBManager5 にインポ
ート（取込むこと）する必要があります。
1. TBManager4 が終了していることを確認します。
2. データベース管理ツールを利用してデータを圧縮すると作業時間を短縮できます。データベース管理
ツ ー ル は Windows の [ ス タ ー ト ] ボ タ ン を ク リ ッ ク し 、 次 に [ す べ て の プ ロ グ ラ ム ] ＞
[TBManager4] ＞ [TBManager4DB 管理ツール]の順にクリックすると起動します。
3. TBMan5DBImport.exe を実行します。
136

付録 A

プログラムの導入

4. インポートするデータを選択します。
5. インポートを実行すると、データ連動が開始されます。

初回起動時の操作
プログラムのインストールが完了したら PC を再起動し、TBManager5 Server プログラムを実行して
初期設定を行います。この初期設定操作では、PC をあらかじめインターネットに接続しておく必要があ
ります。

1. [オンライン顧客登録]画面でライセンスを登録します。
（※インターネット接続必須）
5) デスクトップの TBManager5 Server アイコンをダブルクリックします。[オンライン顧客登録]画
面が表示されます。

ここにライセンス番号を入力
します。

すべてのライセンスを登録し
たら[確認]ボタンをクリックし
ます。

6) ライセンス番号をバーコードスキャナーで読み込みます。スキャナーでうまく読み込めない場合は
ライセンス番号を[ライセンス番号入力]欄にキーボードから入力してください。
7) [登録]ボタンをクリックします。ライセンスの一覧にライセンス、購入番号、ライセンスの種類、数
量（顧客 PC の設置制限数）が表示されます。
8) 追加ライセンス、ホームビューア、マネージャーを追加登録する場合は、操作 6)、7)を繰り返して
各ライセンスを登録します。
9) ライセンス一覧の内容を確認して[確認]ボタンをクリックします。[オンライン顧客登録]画面が表示
されます。
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2. [オンライン顧客登録]画面でオンライン顧客登録を行います。
（※インターネット接続必須）
！重要
※オンライン登録を正しく入力しないと、今後の正常なサービスを受けられません。
※再インストールする場合には、管理者登録番号を入力し[顧客登録照会]ボタンをクリックすると、既存の情
報が表示され簡単に再登録できます（ただし既存の情報が入力されている必要があります）。

1) 各入力欄に必要な内容を入力します。登録する内容は次のとおりです。あらかじめ必要な情報を用
意しておいてください。
店舗情報
店舗商号、電話番号、郵便番号、住所
代表者情報
代表者名、電話番号、E-mail アドレス
管理者登録証情報
管理者登録番号（当社からご提供する番号）
、店舗オープン日

郵便番号を入力してから[郵便番号検索]ボタ
ンをクリックすると、該当する住所が住所欄に
表示されます。

プログラムを再インストールした場合は、管理
者登録番号を入力してから[顧客登録照会]ボ
タンをクリックすると、既存の情報が表示され
入力を省略できます。

2) 必要な情報の入力が完了したら[オンライン顧客登録]ボタンをクリックします。
続けて[PC 配列設定]画面が表示されます。
3. [PC 配列設定]画面で店舗に設置するクライアント PC の台数と管理画面上の表示配列を設定します。
1) [実際台数]に実際の設置台数を入力します。
2) マネージャープログラムの店舗管理画面上に表示する PC の配列を縦方向の列の数と横方向の列の
数で指定します。[縦]と[横]の欄に数値を入力すると[総台数]の欄に縦×横の計算結果が表示されま
す。[実際台数]の値が[総台数]の値以内に収まるように[縦]と[横]の値を調節してください。例えば
実際の台数が 50 台の場合は縦 8、横 7 程度に設定すると管理画面が見やすくなります。
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縦横の PC 台数を入力すると、乗算結果が[総台数]に
表示されます。[総台数]の値が[実際台数]の値よりも
大きくなるように縦横の値を入力してください。

3) [入力]をクリックすると、続けて[クライアント IP アドレス管理]画面が表示されます。
4. [クライアント IP アドレス管理]画面でクライアント PC の IP アドレス（顧客 PC のアドレス）を登
録します。クライアント IP アドレスを正確に入力しないとクライアントコントロールができなくな
ります。

1) 各クライアント PC の IP アドレスの状態に応じて次のように設定を行ってください。
すべての PC の IP アドレスが連続している場合
開始 PC の IP アドレスを入力すると残りの PC には連続したアドレスが自動入力されます。
a. [PC 番号]欄に PC 番号の最初と最後を入力します。
例：PC の台数が 50 台の場合、開始 PC 番号が 1 であれば PC 番号に 1～50 と入力しま
す。
b. [開始 IP アドレス]欄に一番目の PC の IP アドレスを入力します。
c. [追加]ボタンをクリックします。PC のグループが画面左に、グループ内の PC の IP アドレ
スが画面右の[クライアント IP リスト]に表示されます。
IP アドレスが連続した複数の PC グループがある場合
a. [PC 番号]欄にグループ内の PC 番号の最初と最後を入力します。
例：グループが 2 つあり、グループ 1 の PC の台数が 20 台、グループ 2 の PC の台数が
30 台の場合、グループ 1 の PC 番号は 1～20、グループ 2 は 21～30 と入力します。
b. [開始 IP アドレス]欄に各グループの一番目の PC の IP アドレスを入力します。
c. [追加]ボタンをクリックします。PC のグループが画面左に、グループ内の PC の IP アドレ
スが画面右の[クライアント IP リスト]に表示されます。
d. すべてのグループを入力し終わるまで a～c の操作を繰り返します。
すべての PC の IP アドレスが異なる場合
a. [PC 番号]欄に同じ番号を 2 度入力します。
例：PC 番号が 5 番の IP アドレスを指定する場合 PC 番号に 5～5 と入力します。
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b. [開始 IP アドレス]欄に該当する PC の IP アドレスを入力します。
c. [追加]ボタンをクリックします。1 台だけの PC グループが画面左に、PC の IP アドレスが
画面右の[クライアント IP リスト]に表示されます。

[保存]ボタンをクリックして入力した IP アドレスを保存します。次の確認画面が表示されるので[OK]を
クリックしてください。

以上でプログラムの導入作業は終了です。

●クライアント PC のインストール
クライアント PC（顧客 PC）へクライアントプログラムをインストールします。
インストール方法はマネージャープログラムと同じです。
ご使用の環境によって次のようなインストール方法が使用できます。
• 方法 1）各クライアント PC にインストール CD をセットしてインストール
• 方法 2）1 台の PC に CD をセットし、ネットワーク経由で共有してインストール
• 方法 3）1 台の PC のフォルダにインストール CD 内の Client フォルダをコピーし、ネットワーク経
由で共有してインストール
クライアントプログラムは一度インストールすると再起動後も常に自動実行されます。

●プログラムのアップグレード
1) カウンターアップグレード
マネージャープログラムの[TBManager]メニューで[プログラムアップデート]を選択します。自動的に
アップグレードが実行されます。
2) クライアントアップグレード
サーバーをアップグレードした後、[システム管理] ＞ [クライアント管理] ＞ [アップグレード]をクリ
ックするとクライアントが一括でアップグレードされます。
ただし、待機中 PC は限定アップグレードされます。
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プログラムの削除
プログラムの削除

■カウンターPC のアンインストール
カウンターPC のプログラムをアンインストールするためには次のように操作します。
1. Windows のデスクトップから[スタート] ＞ [設定] ＞ [コントロールパネル] ＞ [プログラムの追
加と削除]の順に選択します。
2. [TBManager5 /Server]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。
3. 表示されたウィザード画面で[削除]を選択し[次へ]をクリックします。続いて表示される画面指示に
従って操作してください。
4. [プログラムの追加と削除]画面で[Microsoft SQL Server Desktop Engine]を選択し操作 2、3 と
同じ操作を繰り返します。
5. C:\Program Files\TBMan5 フォルダを削除します。
6. C:\Program Files\Microsoft SQL Server フォルダを削除します。
7. D:\TBMan5 フォルダを削除します。
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付録 C

クライアント PC の操作

この付録では、クライアント PC の操作方法を説明します。

■入室前画面
お客さまの入室前はクライアント PC がロックされた状態になっています。
ロック状態の PC の画面は下図のように表示されます。

■お客様情報画面
使用中のお客様へ必要な情報を提供します。カウンターへメッセージを送ったり、フードの注文や商品の
購入もできます。
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●表示情報
情報画面には以下のような情報が表示されます。
• 会員氏名（会員番号または年齢）
• 利用開始時間
• 残り時間（前払い定額の場合のみ）
• 現在の料金
• 追加料金
• 前払い金額（前払い定額の場合のみ）
• ポイント残高
• 充電残高
• 商品販売額
• 有料ゲーム

●ボタン操作
情報画面中央のボタンによって以下の操作を行うことができます。

精算
カウンターに料金の精算を指示します。

メッセージ
カウンターにメッセージを送信できます。[カウンターへのメッセージ送信]画面が表示されます。メッセ
ージを入力して[送信]をクリックします。
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フード注文
カウンターにフードを注文します。[フード注文]画面が表示されます。

[フードリスト]をクリックすると上部のリストにフードが表示されます。
注文するフードをクリックして、[追加]をクリックすると下部のリストに注文品が表示されます。
[注文]をクリックします。

呼出し
カウンターの係員を呼び出します。

商品購買
商品を購入します。[商品注文]画面が表示されます。

[商品リスト]をクリックすると上部のリストにフードが表示されます。
注文する商品をクリックして、[追加]をクリックすると下部のリストに注文品が表示されます。
[注文]をクリックします。
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