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株式会社 インターメディア・プランニング 



1-1 商品登録 
概要：商品登録は、個々の商品ごとに重複しないコードを入力し、商品情報を体系的に管理することを目的としています。業務の中で分かりやすく分類しやすいコードを入力することにより、

円滑に業務システムを運用することが可能となります。 

           ① ②に表示する商品の並び替えを行います。 

          【グループ】技術・店販・業務の中から選択します。 

          【仕入先】仕入先登録で登録した仕入先から選択します。 

          【商品分類】商品分類登録で登録した商品分類から選択します。 

          【店舗】店舗管理情報で登録した店舗から選択します。 

② 商品情報を表示します。行内をダブルクリックで③に表示し、変更が行えます。 

③ 商品の登録を行います。 

【新規コード付番】クリックすると空きコードを挿入します。 

【店舗】店舗管理情報で登録した店舗から選択します。 

【商品分類】商品分類登録で登録した商品分類から選択します。 

【№】4桁の番号を入力します。 

【CODE】13桁の番号を入力します。何も入れずenterを押すと、自動挿入されます。 

【名称】商品名を入力します。 

【略称】略称を入力します。 

【売価】売価を入力します。 

【原価】原価を入力します。 

【定価】定価を入力します。 

【税種別】外税・内税・非課税の中から選択します。 

【グループ】技術・店販・業務の中から選択します。 

【仕入先】仕入先登録で登録した仕入先から選択します。 

④各ボタンの説明 

【分類番号】①の商品分類にカーソルを移動します。 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】③をクリアします。 

【削除】③を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 



1-2 商品分類登録 
概要：商品分類登録は、個々の商品分類ごとに重複しないコードを入力し、商品分類情報を体系的に管理することを目的としています。分類コードを入力することにより、円滑に業務システ

ムを運用することが可能となります。 

             ①分類マスタ一覧を表示します。 

      ②分類の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力します。 

【名称】商品名を入力します。 

【略称】略称を入力します。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

 



1-3 担当者登録 
概要：担当者登録は、個々の担当者ごとに重複しないコードを入力し、担当者情報を体系的に管理することを目的としています。業務の中で分かりやすく分類しやすいコードを入力すること

により、円滑に業務システムを運用することが可能となります。 

           ① ②に表示する担当者の並び替えを行います。 

          【表示区分】有り・無しの中から選択します。 

          【雇用区分】正社員・準社員・パート・すべての中から選択します。 

          【使用区分】使用・未使用の中から選択します。 

          【店舗】店舗管理情報で登録した店舗から選択します。 

②担当者情報を表示します。 

③担当者の登録を行います。 

【№】3桁の番号を入力します。 

【CODE】13桁の番号を入力します。№を入力すると自動で挿入されます。 

【名称】担当者名を入力します。 

【略称】略称を入力します。 

【所属店】店舗登録情報で登録した店舗から選択します。 

【表示区分】有り・無しをリストボックスから選択します。 

【雇用区分】正社員・準社員・パート・すべての中から選択します。 

【使用区分】使用・未使用の中から選択します。 

【役職】役職を入力します。 

 

④各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】③をクリアします。 

【削除】③を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

【写真表示】担当者の写真を表示します。③に担当者が入っている状態でクリックしてください。 

写真表示・保存の詳細は担当者画像を取り込むをご覧下さい。 



1. 担当者画像を取り込む 

1-1 メインメニューから『マスタメニュー』をクリックし、『担当者登録』をクリックします。 

1-2『担当者登録』画面が表示されます。 

1-3『写真の取り込み』をクリックします。 

1-4 登録したい画像を選択します。 

1-5『開く』を押下します。 
1-6 インポート中と表示されます。 

1-7 表示終了後、フォーム上に読み込んだ写真が表示されます。 

1-8 上で写真の読み込みは完了です。 

2. 担当者画像の保存 

2-1 写真の保存を選択します。 

2-2 名前を付けて保存の画面が表示されます。 

フォルダへの保存先はどの場合も変更可能です。 

※ 保存する時のファイル名は顧客コード+日付+.jpgとなります。 

顧客コード+日付は変更できますが.jpgは変更することできません。 

2-3 『保存』をクリックします。 

※この時、『保存』をクリックしないと、マスタに保存されません。 

2-4 インポート中と表示されます。 

2-5 表示が消えたら、保存は終了です。      

※保存上の注意 

この時、ファイルサイズが大きすぎると、エラーが出て保存ができない場合があります。 



1-4 技術登録 
概要：技術登録は、個々の技術ごとに重複しないコードを入力し、技術情報を体系的に管理することを目的としています。商品別工程で商品毎のポイント・時間を割り当てることが可能にな

ります。 

             ①技術マスタ一覧を表示します。 

      ②技術の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】技術名を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

【ポイント】ポイントを入力してください。 

【時間】時間を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 



1-5 商品別工程登録 
概要：商品別工程登録は、商品登録で登録した商品にポイントをつけて按分を作成します。登録した按分はカルテ登録に反映されます。 

①商品番号に番号を入力して商品を選択します。 

②工程を表示します。③の割合指定で本部：スタッフの割合を計100％ 

にしてポイント変換実行を押すと指定した商品のポイントを変換します。 

③区分や分類を指定して一括変換します。 

④各ボタンの説明 

【コピー】①の条件で集計を行います。 

【貼り付け】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】クリアを行ないます。 

【削除】削除を行ないます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



1-6 来店理由登録 
概要：来店理由登録は、個々の来店理由ごとに重複しないコードを入力し、来店理由情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

また、来店理由別の帳票を出力することも可能です。 

             ①来店理由マスタ一覧を表示します。 

      ②来店理由の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】来店理由名を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

 



1-7 客層登録 
概要：客層登録は、個々の客層ごとに重複しないコードを入力し、客層情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

             ①客層マスタ一覧を表示します。 

      ②客層の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】客層名を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 



1-8 区分登録 
概要：区分登録は、個々の区分ごとに重複しないコードを入力し、区分情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

            ①区分A マスタ一覧を表示します。 

      ②区分A の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】名称を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 



1-9 区分 A 登録 
概要：区分A登録は、個々の区分Aごとに重複しないコードを入力し、区分A情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

             ①区分A マスタ一覧を表示します。 

      ②区分A の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】名称を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 



1-10 区分 B 登録 
概要：区分B登録は、個々の区分Bごとに重複しないコードを入力し、区分B情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

             ①区分B マスタ一覧を表示します。 

      ②区分B の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】名称を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

 

 

 

 



1-11 売上区分登録 
概要：売上区分登録は、個々の売上区分ごとに重複しないコードを入力し、売上区分情報を体系的に管理することを目的としています。売上伝票・お客様登録で使用出来ます。 

また売上区分毎の帳票の出力も可能です。 

             ①売上区分マスタ一覧を表示します。 

      ②売上区分の登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】名称を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

 

 



1-12 仕入先登録 
概要：仕入先登録は、個々の仕入先ごとに重複しないコードを入力し、仕入先情報を体系的に管理することを目的としています。業務の中で分かりやすく分類しやすいコードを入力すること

により、円滑に業務システムを運用することが可能となります。 

                    ①仕入先マスタ一覧を表示します。 

      ②仕入先マスタの登録を行います。 

【№】2桁の番号を入力してください。 

【名称】名称を入力してください。 

【略称】略称を入力してください。 

③各ボタンの説明 

【印刷】印刷を行います。 

【登録】登録を行います。 

【クリア】②をクリアします。 

【削除】②を削除します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

 

 



1-13 店舗管理情報 
概要：店舗管理は、個々の店舗ごとに各々の情報を入力します。店舗情報はマスタ登録の際や店舗毎の帳票の出力など、様々な事柄に使用します。 

                   ①店舗管理情報を表示します。 

           店舗情報を入力して下さい。文字を入力するだけで、店舗情報に反映され登録されます。 

②各ボタンの説明 

【終了】メニューに戻ります。 

 

 

 

 

 



1-14 顧客削除 
概要：顧客削除は、お客様の最終来店日の期間を指定し、顧客マスタから削除を行います。通常はこの業務は使用しません。 

                  ①店舗管理情報を表示します。 

           店舗情報を入力して下さい。文字を入力するだけで、店舗情報に反映され登録されます。 

②各ボタンの説明 

【集計】指定した期間の集計を行います。 

【当月】期間に当月の日付を入力します。 

【前月】期間に前月の日付を入力します。 

【開始日】開始日のカレンダーを表示します。 

【終了日】終了日のカレンダーを表示します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

③集計後 

集計後に削除対象者一覧が表示されます。削除ボタンをクリックすると、表示されている全ての顧

客が削除されます。 



1-15 住所調整 
概要：住所調整は、お客様の郵便番号を元に住所を書き換えます。全ての顧客の住所が書きかえられますので実行の際は御注意ください。通常はこの業務は使用しません。 

                  ①実行の確認 

マスタメニューの住所調整ボタンをクリックすると、実行の確認をします。「はい」をクリックす

ると実行を開始します。「いいえ」をクリックすると実行を中止します。 

②実行 

データ再調整を行います。実行開始後は中止することが出来ませんので調整が終わるまでおまちく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-1-1 売上伝票登録 
概要：売上伝票登録は、日々発生する売上情報をデータとして登録し、売上管理や資料などに反映します。 

           ①お客様情報を表示します。（*1 変更可能) 

【顧客コード】13桁のCODEを入力してください。CODEを入力するとお顧客登録で登録した情報が表

示されます。また、登録番号を入力しても同様に情報が表示されます。ENTER もし

くはF5で顧客検索を表示します。F2で顧客登録の画面に進みます。 

          【名前】名前を表示します。 

          【住所】住所を表示します。 

          【電話番号】電話番号を表示します。 

          【顧客担当】顧客担当者を表示します。※初期値は顧客登録で登録した担当者 *1 

【主担当者】主担当者を表示します※初期値は顧客登録で登録した担当者 *1 

【客層】客層を表示します。※初期値は顧客登録で登録した客層 *1 

【売上区分】売上区分を表示します。※初期値は顧客登録で登録した売上区分 *1 

【伝票区分】伝票区分を表示します。※初期値は顧客登録で登録した伝票区分 *1 

【区分】区分を表示します。※初期値は顧客登録で登録した区分 

          【初回来店】初めに来店した日を表示します。 

          【最終来店】最後に来店した日を表示します。 

          【生年月日】生年月日を表示します。 

          【技術金額】今までの技術金額の合計を表示します。 

          【店販金額】今までの店販金額の合計を表示します。 

          【合計金額】技術金額と店販金額の合計を表示します。 

           【開始時間】 

          【紹介者】紹介者の情報を入力できます。 

          【備考】備考を入力できます。 

          【開始時間】開始時間を入力できます。 

          【終了時間】終了時間を入力できます。 

②売上情報を表示します。 

【CODE】13桁の商品コードを入力してください。CODEを入力すると商品登録で登録した商品情報が表示されます。また登録番号を入力しても同様に情報が表示されます。F4で商品検索を行

います。F8で行の削除を行います。 

【分類】分類を表示します。 

【商品名】商品を表示します。 

【備考】備考を入力してください。 

【数量】数量を入力してください。 

【単価】単価を表示します。 

【金額】金額を表示します。 

【作業担当】作業担当を表示します。 



【割】割引率を入力してください。    ※ １０=１０％ 

③売上金額の表示・登録状況の表示 

【技術金額】伝票の技術金額の合計を表示します。 

【消費税】伝票の技術金額の消費税合計を表示します。 

【店販金額】伝票の店販金額の合計を表示します。 

【消費税】伝票の店販金額の消費税を表示します。 

【合計金額】技術金額と店販金額の合計を表示します。 

【預かり金】預かり金を入力します。 

【釣銭】つり銭を表示します。 

④各ボタンの説明 

【写真表示】お客さまの写真を表示・保存できます。 

【勤怠画面へ】勤怠画面を表示します。 

【伝票検索】売上伝票を検索します。 

【両替】ドロアーをオープンします。 

【商品パネル】商品パネルを表示し、伝票明細に入力できます。 

【お客様情報】お客様登録画面を表示します。 

【伝票削除】表示している伝票を削除します。 

【中止】表示している伝票をクリアします。 

【登録】伝票を登録します。 

【閉じる】メニューに戻ります。 

2-1-2 売上伝票検索 
売上伝票検索で伝票の確認や修正が行えます。 

①検索の指定条件 

【期間】伝票を検索する期間を指定してください。    ※必須 

【店舗】伝票を検索する店舗を指定してください。 

【顧客】伝票を検索する顧客を指定してください。 

 

②各ボタンの説明 

【実行】①で指定した条件で検索を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、終了日に挿入します。 

【顧客】①の顧客にカーソルを合わせます。 

【閉じる】売上伝票画面に戻ります。 



2-1-3 売上伝票写真 
伝票に写真を表示・保存ができます。 

①伝票情報の表示 

 売上伝票の表示をします。変更は出来ません。 

②写真の表示・読み込み・保存 

 写真の読み込み・保存の詳細は写真を取り込む・保存をご覧下さい。 

 

写真印刷で写真をプリンターに印刷します。 

閉じるボタンで売上伝票に戻ります。 

 

1.写真を取り込む 

1-1 メインメニューから『売上伝票』をクリックします。 

1-2『売上伝票 写真』画面が表示されます。 

1-3『写真の読み込み』をクリックします。 

1-4 登録したい画像を選択します。 

1-5『開く』を押下します。 
1-6 インポート中と表示されます。   

1-7 表示終了後、フォーム上に読み込んだ写真が表示されます。 

1-8 上で写真の読み込みは完了です。 

2.保存 

2-1 写真の保存を選択します。 

2-2 名前を付けて保存の画面が表示されます。 

フォルダへの保存先はどの場合も変更可能です。 

※ 保存する時のファイル名は顧客コード+日付+.jpgとなります。 

顧客コード+日付は変更できますが.jpgは変更することできません。 

2-3 『保存』をクリックします。 

※この時、『保存』をクリックしないと、マスタに保存されません。 

2-4 インポート中と表示されます。 

2-5 表示が消えたら、保存は終了です。 

※保存上の注意 

この時、ファイルサイズが大きすぎると、エラーが出て保存ができない場合があります。 



2-2 予約状況確認 
概要：予約状況確認表はお客様の予約状況を登録・確認することが出来ます。 

①予約情報の表示 

【店舗】店舗名を表示します。 

【本日の予約者数】②に表示している予約者の合計を表示します。 

【明日からの予約者数】②に表示している以降の予約者の合計を表示します。 

【前日】期間に前の日を挿入します。 

【今日】期間に今日を挿入します。 

【翌日】期間に翌日を挿入します。 

②予約状況を表示します。 

【店舗】店舗名を表示します。 

【日付】日付を入力します。 

【時間】時間を入力します。 

【お名前】コードを入力することで、名前を表示します。 

【電話番号】コードを入力すると自動で表示します。 

【顧客担当】コードを入力すると自動で表示します。 

【作業担当】コードを入力すると自動で表示します。 

③各ボタンの説明 

【前頁】②の前頁にカーソルを合わせます。 

【次頁】②の次頁にカーソルを合わせます。 

【先頭】②の先頭にカーソルを合わせます。 

【最後】②の最後にカーソルを合わせます。 

【新規予約入力】②の時間にカーソルを合わせます。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の期間開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の期間終了日に挿入します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 



2-3-1 カルテ登録リスト出力指示 
概要：カルテ登録リストは売上伝票で登録したカルテを期間・店舗・顧客を指定して、集計します。 

①集計の条件設定 

【期間】期間を指定します。F5でカレンダーを表示します。 

【店舗】店舗をリストボックスから選択します。 

【顧客】顧客を入力します。F5で検索を表示します。 

②各ボタンの説明 

【実行】①の検索条件で集計を行います。 

【開始日】①の開始日に挿入します。クリックでカレンダーを表示します。 

【終了日】①の終了日に挿入します。クリックでカレンダーを表示します。 

【顧客】①の顧客にカーソルを合わせます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

2-3-2 カルテ登録リスト 

①実行をした条件を表示します。 

②カルテ登録リストを表示します。行内をクリックでお客様カルテ登録 

の画面を表示します。 

③各ボタンの説明 

【前頁】②の前頁にカーソルを合わせます。 

【次頁】②の次頁にカーソルを合わせます。 

【先頭】②の先頭にカーソルを合わせます。 

【最後】②の最後にカーソルを合わせます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 



2-4 来店履歴 
概要：来店履歴はお客様ごとの履歴をみることが出来ます。来店日や商品・金額などをまとめてみることができます。 

①お客様設定  

お客様コードを入力することで、②に履歴を表示します。 

履歴が無い場合は何も表示されません。 

②履歴の表示 

履歴を表示します。 

③各ボタンの説明 

【前頁】②の前頁にカーソルを合わせます。 

【次頁】②の次頁にカーソルを合わせます。 

【先頭】②の先頭にカーソルを合わせます。 

【最後】②の最後にカーソルを合わせます。 

【お客様】①のお客様にカーソルを合わせます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

 



2-5-1 勤怠表 
概要：勤怠表は社員毎のタイムカードを登録することが出来ます。登録することにより、社員毎の出勤時間や日数の集計をすることが出来ます。 

①勤怠表  

社員番号を入力し、各ボタンを押すことで、時刻を入力します。 

②各ボタンの説明 

【勤怠集計】勤怠集計を表示します。 

【勤務シフト表】勤務シフト表を表示します。 

【欠勤事由】パスワードを入力することで、欠勤事由を登録します。 

【打刻修正】パスワードを入力することで、修正を行えます。 

【削除】画面をクリアします。 

【登録】登録を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

 



2-5-2 勤怠表集計 
概要：勤怠表集計は勤怠表で登録した、社員毎の勤怠を集計し印刷することができます。 

①集計条件設定  

【集計期間】集計期間を指定します。既定値は本日の日付です。 

【№】担当者№を指定します。 

【店舗】店舗を指定します。 

【当月】期間に当月を挿入します。 

【前月】期間に前月を挿入します。 

②集計結果を表示します。 

③各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【印刷条件】印刷を行う条件を指定します。 

社員計無し・社員計有り・社員計のみから選択出来ます。 

【印刷】②を印刷します。 

【プレビュー】②をプレビュー表示します。 

【閉じる】勤怠表画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       レポート：社員計無し 



2-6-1DM 発行指示 
概要：DM発行は、各条件でお客様を検索し、リストとして表示し、印刷が行えます。 

これにより、条件にあったお客様にダイレクトメールなどの情報が作成できます。 

①検索条件の設定を行って下さい。  

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で検索を行います。 

【前回の検索結果をもとに検索】前回指定した条件で検索を行います。 

【印刷】②を印刷します。 

【プレビュー】②をプレビュー表示します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

 

 

 

2-6-2DM 検索結果 

①結果が表示されます。  

②各ボタンの説明 

【再検索】DM発行指示画面に戻ります。 

【印刷】①を印刷します。 

【DMラベル印刷】ラベルで印刷を行います。 

【バーコード印刷】バーコードを印刷します。 

【エクセル】エクセルに出力します。 

【客層変換】①の客層を変換することが出来ます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

 



2-7 商品パネル登録 
概要：商品パネル登録は売上伝票で商品を売上時にマウスで簡単に売上を入力することができます。使用頻度により、好きな位置にカスタマイズができます。 

①各ボタンの説明 

【登録】商品パネルを登録する作業を行います。 

【削除】商品パネルを削除する作業を行います。 

【パネルA】パネルAに切り替えます。 

【パネルB】パネルBに切り替えます。 

②商品パネル 

ボタンをクリックすることで、商品検索画面を表示します。 

商品を選択すると、その場所に商品を表示します。 

削除は①を削除に切り替えてボタンをクリックすると、削除されます。 



2-8 バーコード印刷 
概要：バーコード印刷は商品・顧客・担当者をバーコードにして印刷します。バーコードをスキャンすることにより入力が迅速に行えます。 

①バーコード印刷物設定 

バーコード一覧リストより、印刷したい分類を選択します。 

部門リストより、印刷したい部門を選択します。 

商品リストより印刷したい商品を選択します。 

全て追加で商品リストにある商品を印刷リストに全て、追加します。 

全て削除で印刷リストにある商品を全て削除します。 

一つずつ商品を追加する場合は商品リスト内の行をクリックします。 

一つずつ削除する場合は印刷リスト内の行をクリックします。 

②各ボタンの説明 

【バーコード印刷】バーコードを印刷します。 

【バーコードプレビュー】バーコードをプレビュー表示します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

       

 

 

 

 

 

 

 

      印刷ボタンをクリックすると、印刷位置指定の画面が出ます。列を選択し、OKを押してください。 

       

 

          

 

 

 

 

 

 

印刷例：バーコード印刷 



2-9 顧客登録 
概要：顧客登録は、個々の顧客ごとに重複しないコードを入力し、顧客情報を体系的に管理することを目的としています。業務の中で分かりやすく分類しやすいコードを入力することにより、

円滑に業務システムを運用することが可能となります。 

①顧客情報設定 

【登録番号】4桁の登録番号を登録します。初期値は空きコードを表示します。 

【CODE】登録番号を入力すると、自動で表示されます。変更は出来ません。 

【フリガナ】名前を入力すると、自動で挿入されます。 

【名前】名前を入力してください。 

【郵便番号】郵便番号を入力してください。 

【住所】郵便番号を入力すると、住所一覧が表示されます。 

【電話番号】電話番号を入力してください。 

【生年月日】生年月日を入力してください。年齢が自動計算されます。 

【性別】性別をリストボックスから選択してください。 

【客層】客層を選択してください。   ※参照：客層登録 

【区分A】区分Aを選択してください。 ※参照：区分Aマスタ 

【区分B】区分Bを選択してください。 ※参照：区分Bマスタ 

【備考(表示用)】備考を入力してください。売上伝票に表示します。 

【備考(非表示)】備考を入力してください。顧客登録にのみ表示します。 

【初回来店日】お客様を登録した日を表示します。 

【最終来店日】最終売上日を表示します。 

【来店理由】来店理由を入力しください。※参照：来店理由マスタ 

【紹介者】紹介者の登録番号を入力してください。 

【合計金額】売上金額の合計を表示します。 

【技術金額】技術金額の合計を表示します。 

【店販金額】店販金額の合計を表示します。 

【顧客担当者】担当者を入力してください。 

【区分】区分を入力してください。 ※参照：区分マスタ 

【前回からの経過日数】最終売上日からの経過日数を表示します。 

②お客様の来店履歴を表示します。履歴が無い場合は表示されません。 

③各ボタンの説明 

【来店履歴】来店履歴を表示します。 

【削除】お客様を削除します。 

【中止】画面をクリアします。 
【登録】お客様を登録します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 



2-10 紹介者一覧 
概要：紹介者一覧は、顧客登録で登録した紹介者を集計し、一覧として表示します。これによりダイレクトメールの情報などが作成できます。 

①紹介者一覧表を表示します。 

【集計期間】集計する期間を入力します。 

【当月】集計期間に当月を挿入します。 

【前月】集計期間に前月を挿入します。 

②各ボタンの説明 

【集計】集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、集計期間の終了日に挿入します。 
【印刷】印刷を行います。 

【DMラベル印刷】DMラベル印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 



2-11 顧客メンテナンス 
概要：顧客メンテナンスは、顧客登録で登録した顧客を各条件で集計し、メンテナンス作業が行えます。一覧として表示します。印刷も可能です。 
集計したい条件のものをクリックしてください。結果を表示します。 

また、行内をクリックすると、顧客登録画面に表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-12 店舗情報 
概要：店舗情報は自社の情報を管理し、登録を行います。全ての基本情報となりますので、初めに登録を行ってください。 

 

【店舗番号】4桁の店舗番号を入力してください。 

【店舗名】店舗名を入力してください。 

【責任者】責任者を入力してください。 

【郵便番号】郵便番号を入力してください。 

【住所】住所を入力してください。 

【電話番号】電話番号を入力してください。 

【FAX】FAX番号を入力してください。 

【消費税率】消費税率を入力してください。売上伝票で表示する税額に影響します。 

【消費税区分】消費税区分を入力してください。売上伝票で表示する税額に影響します。 

【消費税種別】消費税種別を入力してください。売上伝票で表示する税額に影響します。 

【地区】地区を選択してください。 

【レジ釣り銭】レジ釣り銭を入力してください。金種表に表示します。 



3-1 閉店処理 
概要：閉店処理は天気情報スタッフ数を登録する事が出来ます。登録した情報は売上月報で確認することが出来ます。更新すると、売上点検処理を行えます。 

①情報を入力します。 

【日付】日付が表示されます。 

【店舗名】店舗名が表示されます。 

【天気】天気を入力してください。 

【入力担当】入力担当を入力してください。 

【スタッフ】合計スタッフ数を入力してください。 

【美容】美容スタッフ数を入力してください。 

【理容】理容スタッフ数を入力してください。 

②各ボタンの説明 

【更新】①の情報で登録を行います。 

【日付】①の日付にカーソルを合わせます。 

【天気】①の天気にカーソルを合わせます。 

【スタッフ数】①のスタッフ数にカーソルを合わせます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



3-2 通信処理 
概要：通信処理は本部に売上情報などの登録情報を送信します。これにより本部からリアルタイムで情報をみることができます。 

①データの抽出・受信 

データの抽出を行います。『送信データの抽出』ボタンをクリックすると、 

抽出画面に進みます。 

送信するデータ：カルテ・閉店処理・予約状況・勤怠・売上 

 

マスタデータの受信を行います。『本部からの受信』ボタンをクリックすると、 

受信を開始します。 

受信するデータ：技術・客層・区分・区分A・区分B・顧客・仕入先・商品 

商品別工程・担当者・売上区分・分類・来店理由 

②各ボタンの説明 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出期間の開始日・終了日を入力し、抽出の実行をクリックすると、抽出を開始します。 

実行ボタンをクリックした後、中断は行えませんのでご注意下さい。 



4-1-1 売上発生一覧表出力指示 
概要：売上伝票発生一覧表は、期間を指定して売上伝票を集計し一覧表示することを目的としています。 

①集計する項目設定 

【期間】期間を指定してください。 

【店舗】店舗を指定してください。 

【作業担当】作業担当者を指定してください。 

【主担当者】主担当者を指定してください。 

【顧客担当者】顧客担当者を指定してください。 

【顧客】顧客を指定してください。 

【グループ】グループを指定してください。 

②各ボタンの説明 

【実行】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の期間の終了日に挿入します。 

【顧客】①の顧客にカーソルを移動します。 

【グループ】①のグループにカーソルを移動します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-2 郵便番号別売上日報月報 
概要：郵便番号別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し郵便番号別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-3 曜日別売上日報月報 
概要：曜日別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し曜日別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-4 商品分類別売上日報月報 
概要：商品分類別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し商品分類別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-5 商品単品別売上日報月報 
概要：商品単品別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し商品単品別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-6 売上月報 
概要：売上月報は、売上月を指定して集計を行ない月別に表示します。 

①売上を集計する項目を指定します 

【店舗】店舗を指定します。 

【集計年月】集計したい年月をしていします。 

【集計区分】集計する区分をリストボックス選択します。 

選択項目：美容・理容・理美容 

②集計結果を表示します 

③各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【年】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【月】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の担当者にカーソルを移動します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-7 売上目標入力 
概要：売上目標入力は、年度毎に売上目標金額を入力します。実際の売上金額が表示されるので、目標金額と比較が行えます。 

①目標金額の入力  

②各ボタンの説明 

【目標更新】①の目標金額で登録を行ないます。 

【年】①の年にカーソルを移動します。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-8 顧客担当者別売上日報月報 
概要：顧客担当者別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し顧客担当者別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-9 担当者別リバイス売上日報月報 
概要：担当者別リバイス売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し担当者別リバイスを一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 

 



4-10 店舗別売上同月比較表 
概要：店舗別売上同月比較表は、同じ月の過去三年分の売上データを表示します。これにより、前年度との比較が出来ます。 

①集計した月の売上を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【年】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【月】①の集計結果の印刷を行います。 

【グラフ】登録を行います。 

【印刷】クリアを行ないます。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-11 主担当者別売上日報月報 

概要：主担当者別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し主担当者別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 

 



4-12 作業担当者別売上日報月報 
概要：作業担当者別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し作業担当者別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-13 指名担当者別売上日報月報 
概要：指名担当者別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し指名担当者別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-14 作業工程実績表 
概要：作業工程実績表は、期間を指定して売上伝票を集計し作業工程別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-15 作業担当者工程実績表 
概要：作業担当者工程実績表は、期間を指定して売上伝票を集計し作業担当者工程別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-16 担当者別売上順位表 
概要：担当者別売上順位表は、期間を指定して売上伝票を集計し担当者順位別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



4-17 来店理由別売上日報月報 
概要：来店理由別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し来店理由別に一覧表示することを目的としています。 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

②各ボタンの説明 

【集計】①の条件で集計を行います。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 
 



概要：売上区分別売上日報月報は、期間を指定して売上伝票を集計し売上区分別に一覧表示することを目的としています。 

【開始日】カレンダーを表示し、①の集計期間の開始日に挿入します。 

【終了日】カレンダーを表示し、①の集計期間の終了日に挿入します。 

4-18 売上区分別売上日報月報 

①集計したい項目を設定し、集計結果を表示します。 

【担当者】①の担当者にカーソルを移動します。 

【グラフ】①の集計結果をグラフで表示します。 

【印刷】①の集計結果の印刷を行います。 

【閉じる】メインメニューに戻ります。 

【集計】①の条件で集計を行います。 

②各ボタンの説明 

 

 


