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日時業務

●開店～閉店業務
起動と終了 　-1-
釣銭を入金する 　-2-
出金処理をする 　-3-
入金処理をする 　-4-
日払い処理をする 　-5-
最終締め処理をする 　-6-

●出退勤処理
出勤処理をする 　-7-
退勤処理をする 　-8-
出退勤時間を変更する 　-9-
出退勤処理を取消す 　-10-

●来店延長処理
来店処理をする  -11-
来店処理時の顧客検索  -12-
延長処理をする  -13-
延長処理を取消する  -14-
自動課金を停止する  -15-
延長交渉したテーブルの表示変更  -16-
来店を取り消す  -17-
精算を取り消す  -18-
来店時間を変更する  -19-
来店人数を変更する  -20-
追加来店処理  -21-
途中退席処理  -22-
追加来店取消処理  -23-
途中退席取消処理  -24-
セット料金の変更・確認  -25-
カウントダウンタイマー時間の変更  -26-
待機中にする  -27-
待ち時間の確認  -28-
テーブル状況の確認  -29-

●オーダー入力処理
オーダー入力  -30-
オーダー取消  -31-
追加指名を入力する  -32-
ボトルバックを分割して入力する  -33-

●会計処理
会計金額をレシート発行する  -34-
延長金額をレシート発行する  -35-
精算処理をする  -36-
クレジット精算処理をする  -37-
割引処理をする  -38-
割引券回収処理をする  -39-
金券使用（回収）処理をする  -40-
複数のサービス料を運用する  -165-



日時業務

●予約処理
テーブルを予約する  -41-
テーブル予約を取消する  -42-
予約テーブルに来店する  -43-
予約一覧表示  -44-

顧客管理機能
顧客情報を登録する  -45-
顧客情報を更新する  -46-
顧客を検索する（来店処理時）  -47-
顧客を検索する（来店処理後）  -48-
会員区分設定  -49-
会員分類設定  -50-
顧客抽出機能  -51-
住所録印刷  -52-
メール配信機能  -53-

ポイント管理機能
ポイント設定  -54-
顧客のポイント数を変更する  -55-
ポイント加算処理（NATEC）  -56-
ポイント減算処理（NATEC）  -57-
NATECカードリーダー接続設定  -58-
来店処理時にカードを仮発行する（NATEC）  -59-
ポイントカードを発行する(NATEC)  -60-
カード印字設定(NATEC)  -61-
カードの初期化(NATEC)  -62-
カードリーダーのクリーニング(NATEC)  -63-

静脈認証機能
静脈認証装置の接続  -64-
静紋を登録する  -65-
静紋で出退勤処理をする  -66-



設定処理

●商品メニューを設定する
商品区分設定  -67-
商品メニュー設定  -68-
金額を手入力するメニュー登録  -69-
指名メニューの設定  -70-
伝票に印字させないメニュー登録  -71-
女子バック設定  -72-
延長時に指名を自動入力させる  -73-

●セット料金を設定する
セット料金自動課金の仕組み  -74-
料金設定画面の説明  -75-
セット料金の設定  -76-
料金ランク設定  -77-
料金単位の設定  -78-
時間帯境界計算方法の設定  -79-
曜日・日別にセット料金を自動変更させる  -80-
セット料金を手入力させる設定  -81-

●勤怠管理機能を設定する
女子区分設定  -82-
コンパニオン設定  -83-
時給の計算方法設定  -84-
諸事金額設定  -85-

●システム設定
プリンター・ドロアを使用しない設定  -86-
メイン画面に売上表示させない設定  -87-
バックアップ設定方法  -88-
メール配信・売上報告メール設定  -89-
消費税・TAXなどの設定  -90-
営業日切替時間の変更  -91-
カウントダウン警告時間の変更  -92-
延長レシートに２種類の料金を印字させる  -93-
女子ランキングの評価設定  -94-
会計明細書に店舗情報を印字させる  -95-
領収書に店名住所を印字させる  -96-
テーブル情報を設定する  -97-
来店レシートを発行する  -98-
パスワードの変更  -99-
処理権限レベル設定  -100-
オーダーレシートを発行する  -101-
オーダーをまとめてレシート印字する  -102-
複数のサービス料を設定する  -166-

稼働表示機能（女子つけ回しテーブル状況確認機能）
精算済をテーブルに表示する 　-156-
テーブルに同伴を表示させる 　-157-
テーブル経過時間色分け表示 　-158-
指名キャスト別にテーブルの状況を確認する 　-159-
稼働機能の設定処理 　-160-



帳票出力
売上統括日報（新）  -103-
売上統括月報（新）  -104-
日報・月報印刷(旧)  -105-
時間帯別商品売上  -106-
テーブル別売上日報・月報  -107-
商品別売上日報・月報  -108-
例外処理記録  -109-
現金出納日報  -110-
レシートジャーナル印刷  -111-
テーブル稼働日報  -112-
出退勤例外処理記録  -113-
日別分割処理印字  -114-
担当別ポイント一覧（日報）  -115-
担当別ポイント明細（日報）  -116-
日別売上月報  -117-
区分別売上月報  -118-
税金月報  -119-
ポイント成績表  -120-
日別ポイント成績表  -121-
個別オーダーバック期間集計  -122-
個別女子給与集計  -123-
女子給与期間集計  -124-
男子給与期間集計  -125-
セット売上集計  -126-
売上実績集計  -127-
女子ランク集計  -128-
個別給与期間集計  -129-
日払いリスト印刷  -130-
女子出退勤日報  -131-
日払いリスト印刷  -1643-
女子出退勤日報  -165-

その他
過去の伝票を確認する  -132-
営業中の売上を確認する  -133-
来店時お客様のキープボトルを表示させる  -134-
キーボード基本操作について  -135-
テーブルの色表示について1  -136-
テーブルの色表示について2  -137-
EPSON_TM-T88ⅤUSB接続配線図  -138-
バックアップデータを復旧させる  -139-
指名キャスト変更時の注意事項  -140-
設定を残してデータクリア  -141-
レシートが連続発行されてしまったら！  -142-
売上シミュレーション機能  -143-
ボトルバックを指名キャストで分割させる処理  -144-
ボトルバックを指名キャストで分割させる設定  -145-
女子キャストによってバック金額が違う場合の設定  -146-
指名キャストを間違えたまま精算してしまったら・・  -147-
案内所から紹介の売上を集計する（設定方法）  -148-
案内所から紹介の売上を集計する（処理方法）  -149-
現金でのお会計時に自動割引をする  -150-
クレジット精算を誤って現金で精算してしまった時の修正 -151-
入出金処理を取消する。  -152-
領収書を割り勘で一括発行させる  -153-
手入力した女子ポイント・バックを後日修正する  -154-
分割オーダーの指名・ポイント・バックを確認する  -155-
一斉課金停止機能  -161-
女子成績メール配信機能  -162-
女子成績メール配信設定  -163-
テーブルメモ登録機能  -167-



VENUS運用上の注意事項
バックアップは必ず取りましょう！  -201-
精算取消処理時の注意事項！  -202-
延長処理時の注意事項！  -203-
セット料金変更時の注意事項！  -204-
オーダー登録時の注意事項！  -205-
締め処理時の注意事項！  -206-
キーボードの上にモノを置かない！  -207-



●日常の業務/VENUSの起動、終了 1

○VENUSの起動方法
■VENUSの起動方法は、パソコンの電源を入れ
レシートプリンター・料金表示機・カードリーダーの電源が入っているか？を確認し
デスクトップ画面にあるVENUSのアイコンをダブルクリックして起動させます。

○VENUSの終了方法
■VENUSを終了する場合は、12:業務→20:業務終了画面から終了します。

○[営業を終了し電源を切る]にチェックを入れ[終了]ボタンを押すとパソコンのVENUSが終了し
パソコンの電源が切れます。 
VENUSを連結している場合、親機でこの操作をすると全機が一斉に終了します。

○[一時的に業務を中断する]にチェックを入れて[終了]ボタンを押すと、VENUSのプログラムのみ終了し
Windows画面に戻ります。 
この時、[バックアップを行いますか？]と聞いてきますので、[はい]・[いいえ]のどちらかを選択して終了してください。

○VENUSを終了しない場合は[続行]ボタンを押してください。

※キーボードの[ESC]キーでも戻ることができます。
※起動時にWindowsやセキュリティーソフトが、ウィルスだと警告する場合があります。
その場合、Windowsもしくはセキュリティーソフトに『許可』をしてください。



●日常の業務/つり銭入金処理 2

○VENUSのつり銭入金処理方法
■VENUSの起動後まず始めにする処理は、つり銭入金処理です。
前日の締め処理時につり銭を繰越金としている場合は、この処理は必要ありません。
12:業務から8:つり銭入金処理画面を開きます。

■左枠へ金種毎に枚数を入力します。
右枠および合計金額は、自動計算されます。

■入金ボタンを押すと確認用レシートが発行されます。

※つり銭入金金額を間違えてしまった場合は。再度入力しなおしてください！



●日常の業務/出金処理 3

○食材仕入れなどレジ内現金を使用した時の処理

１、『12:業務』から『7:出金処理』ボタンを押します。２、項目・適用を選択もしくは手入力し金額を入力し
『出金』ボタンを押します。/日報・月報（新）に集計されます。
（一度入力した適用は記録されます。）

３、出金レシートが発行され、締め処理画面に金額が
反映されます。

※注意：この処理は取消しできませんのでご注意ください。
誤って出金処理をしてしまった場合は、出金調整分として同額を入金処理をしてください。
不正処理防止の為にあえて処理を記録する仕様になっています。



●日常の業務/入金処理 4

○釣銭追加などレジ内現金に追い金した時の処理

１、『12:業務』から『7:入金処理』ボタンを押します。２、項目・適用を選択もしくは手入力し金額を入力し
『入金』ボタンを押します。/日報・月報（新）に集計されます。
（一度入力した適用は記録されます。）

３、入金レシートが発行され、締め処理画面に金額が
反映されます。

※注意：この処理は取消しできませんのでご注意ください。
誤って入金処理をしてしまった場合は、出金調整分として同額を出金処理をしてください。
不正処理防止の為にあえて処理を記録する仕様になっています。



●日常業務/日払い処理 5

○日払い処理

女子キャストの日払い処理は、女子給与集計データとレジ内現金の出金データと連動しています。
男子スタッフの日払いは、出金処理から行ってください。

１、『12:業務』→『5:日払い処理』画面を開き ２、印刷ボタンを押すと受け取り領収書が発行されますので
左枠から女子キャストを選択し、金額を入力して 日払いをしたキャストにサインをしてもらい保管します。 
登録ボタンを押します。

３、日払い領収書

３、客数など実績が表示されますので、その数値を参考に
右枠に数値を入れ実行ボタンを押すと総売上が再計算されます。
（クレジット売上は、参考までの売上です。）

※誤って日払い処理をしてしまった場合、レジ金締め処理前であれば
削除ボタンから処理データを削除できます。



●日常の業務/締め処理 6

○営業終了後レジ内現金の締め処理

１、『12:業務』から『9:最終締め出勤処理』 ２、レジ内の現金を金種別に数え、それぞれ枚数を
ボタンを押します。 入力します。

（現金過不足が0になればOKです！）

３、早番・遅番などのシフトがある場合など、営業途中で
中締めをする場合は、点検ボタンを押します。
営業終了後の締め処理時には、精算ボタンを押します。
確認用に、それぞれレシートが発行されます。

注意：一度精算をしてしまうと売上伝票の修正ができなくなります。
不正処理防止の為にあえて修正できない仕様になっています。

※営業切替時間を過ぎると、売上金額に誤差が出ます。
必ず営業切替時間前に締め処理を行ってください。

『12:業務』→『13:設定処理』→『システム制御項目設定』
から営業切替時間を変更できます。



●日常の業務/出勤処理をする 7

○キャスト・スタッフの出勤処理をする。

２、出勤処理をする名前をクリックします。
出勤処理をする女子・男子を選択します。

３、そのまま登録すれば出勤処理完了です。

※出退勤処理時にパスワード・指紋認証・静脈認証を設定している場合は登録ボタンを押すと認証画面が開きます。
※時間の変更、取り消し処理は、男子スタッフを出勤させていないと出来ません。
（だれが変更・取り消し処理をしたのか記録している為です。）
※指名やオーダーバック処理時は、出勤処理をしたキャスト名のみ表示されます。

１、メインメニューの『1:出勤』ボタンを押して



●日常の業務/退勤処理をする 8

○キャスト・スタッフの退勤処理をする。

２、退勤処理をする名前をクリックします。
退処理をする女子・男子を選択します。

３、そのまま登録すれば退勤処理完了です。

※出退勤処理時にパスワード・指紋認証・静脈認証を設定している場合は登録ボタンを押すと認証画面が開きます。
※時間の変更、取り消し処理は、男子スタッフを出勤させていないと出来ません。
（だれが変更・取り消し処理をしたのか記録している為です。）
※一度出勤処理をしたキャスト・スタッフは、そのまま退勤処理画面となりますので
時間を確認するだけで退勤処理をしないばあいは、『閉じる』ボタンで画面を閉じてください。
『登録』ボタンを押すと退勤処理をされてしまいます。

１、メインメニューの『1:出勤』ボタンを押して



●日常の業務/出退勤時間を変更する 9

○キャスト・スタッフの出退勤時間を変更する。

２、変更処理をするスタッフを選択します。

３、時間枠の数値を変更します。 ４、登録ボタンで処理終了です。

※出退勤処理時にパスワード・指紋認証・静脈認証を設定している場合は登録ボタンを押すと認証画面が開きます。
※時間の変更、取り消し処理は、男子スタッフを出勤させていないと出来ません。
（だれが変更・取り消し処理をしたのか記録している為です。）
※一度出勤処理をしたキャスト・スタッフは、そのまま退勤処理画面となりますので
時間を確認するだけで退勤処理をしないばあいは、『閉じる』ボタンで画面を閉じてください。
『登録』ボタンを押すと退勤処理をされてしまいます。

１、変更する時間枠を左クリックします。



●日常の業務/出退勤を取り消しする。 10

○キャスト・スタッフの出退勤を取り消しする。

２、取消し処理をするスタッフを選択すると取り消されます。

※出退勤処理時にパスワード・指紋認証・静脈認証を設定している場合は登録ボタンを押すと認証画面が開きます。
※時間の変更、取り消し処理は、男子スタッフを出勤させていないと出来ません。
（だれが変更・取り消し処理をしたのか記録している為です。）
※一度出勤処理をしたキャスト・スタッフは、そのまま退勤処理画面となりますので
時間を確認するだけで退勤処理をしないばあいは、『閉じる』ボタンで画面を閉じてください。
『登録』ボタンを押すと退勤処理をされてしまいます。

１、出勤・退勤時刻枠を右クリックします。



●日常の業務/来店処理をする 11

○VENUSの来店処理方法

２、会員の場合、カードリーダにカードを挿入します。
開いた小窓の「来店」を選択します。 会員以外の場合は[Enter]を押して下さい。

（会員No入力処理可）

３、会員の情報が表示されます。人数、滞在時間 指名のある場合は指名の種類を選択し、女子キャスト名を
テーブル番号を入力し、[来店]のボタンをクリックします。入力します。変更ボタンを押すと出勤しているキャスト
会員でない場合は人数、滞在時間、テーブル番号 名が表示されます。出勤確認をしていないキャスト名
のみ入力し[来店]ボタンをクリックします。 は表示されません。

※女子キャスト選択画面です。 ※オーダーを入力して処理終了です。
（オーダーがない場合は取消もしくはESCを押す。）

※来店処理時の滞在時間は、時間単位：分単位で入力します。90分なら１：３０となります。

１、着席するテーブル番号の画面をタッチ（ク
リック）し



●日常の業務/来店処理をする（顧客情報を検索する） 12

○VENUSの来店処理時に顧客データを検索する

２、検索画面が表示されるので、フリガナを入力し
2と入力しキーボードの[Enter]を押して、「来店画面」を[フリガナで検索]のボタンをクリックします。
表示し[検索]のボタンをクリックします。 電話番号の場合は番号の間に-を入れてください。

（例：0263-24-0062）

３、該当者が表示されるので正しければ ４、顧客を決定したら、通常通りの来店処理を
[決定]のボタンをクリックします。 行います。
該当者が表示されない場合は、『次の会員』ボタンで
送りながら探します。

１、メインメニューで[2.来店]のボタンをクリッ
ク、または



●日常の業務/延長処理 13

○延長処理をする。

１、セット時間を間際になるとテーブル画面のカウントダウン表示背景が

黄色に変わり警告をしますので、延長する場合はテーブルをクリックし延長ボタンを押します。

２、内容を確認し、延長確定ボタンで延長処理終了です。
（※セット料金は、処理のみでは課金されず、時間が過ぎると自動で課金されます。）

①延長時間：何分延長させるか？をご確認ください。
（30分の延長料金で、60分の延長処理の場合、２倍の金額が表示されます。）

②料金ランク：顧客別に料金ランクを変更できます。

③自動追加対象オーダー：商品メニュー設定で延長時自動追加対象にされているメニューが表示されます。

④延長会計金額：延長した場合の会計金額が表示されます。

⑤プリンターアイコン：現在の会計金額と延長した場合の会計金額をレシートで発行します。

⑥延長会計：延長時に追加される料金の合計金額

⑦一括指定：料金ランクを一人ずつ変更するのが面倒な場合、一括で変更できます。

⑧延長比較：比較表示された料金を現行の延長料金に合わせてレシート印字します。
（30分延長した場合と60分延長した場合など）
※この機能は、システム制御項目設定で外す事が出来ます。



●日常の業務/延長処理を取消する 14

○延長処理を取消する。

１、延長処理を取消すテーブルをクリックして ２、画面右上にある延長取消しボタンをクリックし
延長処理画面を開きます。 取消し処理完了です。

※延長処理の取消し処理は、延長時間に入ってしまうと取消しできませんのでご注意ください。

また、２回連続で延長処理をした場合、後の延長処理しか取消しできません。

※延長する事が解っているからといって先に延長処理をしておくと、追加来店や途中退席があった場合
セット料金の辻褄が合わなくなってしまいますので、時間が来る度に処理を行ってください。

※来店時間の変更などテーブルのセット料金に関わる処理をすると延長処理の取り消しはできません。

○不正処理防止の為の仕様になりますので、ご理解のほどお願いいたします。



●日常の業務/自動課金を停止する 15

○自動課金を一時的に停止する

会計が混雑している時など、セット料金が自動課金してしまうと困ることがあります。
その場合、一時的に自動課金を停止させることができます。

１、テーブル表示画面下にある『確認』ボタンを押します。２、再度『確認』ボタンを押します。
（戻る場合はESCキー）

３、課金停止させるテーブル番号を入力しENTERキーで４、課金停止されているテーブルには時計を持った手の
確定して下さい。 アイコンが表示されます。

※入力するテーブルNOは、テーブル枠左上にある数値です！



●日常の業務/警告表示をさせる 16

○延長交渉をしたテーブルの表示を変える

大型店舗など、一度延長交渉をしたテーブルに違うスタッフが再度交渉してしまう事を
防止するために、すでに交渉したテーブル表示を変える事ができます。

１、テーブル表示画面下にある『確認』ボタンを押します。２、『警告』ボタンを押します。
（戻る場合はESCキー）

３、警告表示させるテーブル番号を入力しENTERキーで４、時間枠の色が青色に変わり警告音が止まります。
確定して下さい。

※入力するテーブルNOは、テーブル枠左上にある数値です！



●日常の業務/来店を取消す 17

○来店したテーブルの取消し処理をする。

１、取消しをするテーブルをクリックし『来店取消』 ２、内容を確認し『来店取消』ボタンを押します。
ボタンを押します。

※来店取消処理後に取消し伝票が発行されます。
※この処理は、例外処理として記録されます。

※一度取消し処理をしたテーブルを元に戻す事はできませんのでご注意ください。



●日常の業務/精算処理の取り消しをする 18

○一度精算処理をしてしまったテーブルを復活させる

１、テーブル表示画面下にある『取消し』ボタンを押します。２、『精算』ボタンを押します。
（戻る場合はESCキー）

３、精算取消しするテーブルNOを入力し ４、内容を確認して『精算取消』ボタンを押します。
ENTERキーで確定します。 確認画面が表示されたら『はい』を押してください。
※入力するテーブルNOは、テーブル枠左上にある数値です！

５、精算処理が取り消され、テーブルが復活します。



●日常の業務/来店時刻を変更する 19

○来店した時刻を変更する

１、来店時刻を変更するテーブルをクリックし ２、時刻を変更し変更ボタンで処理終了です。
『来店時刻変更』ボタンを押します。

※追加来店、途中退席が重なったテーブルでのこの操作は会計金額に間違いがないかご注意ください。
※追加来店・途中退席したお客様がある場合は、そのお客様だけそのままの時刻にする事も出来ます。

※変更する時間は、パソコンの時刻より先に進める事はできません。
※０時を過ぎている場合は、日付も変更しなければならないのでご注意ください。
※お客様を個別に変更させる場合は『変更・確認』からできます。



●日常の業務/来店人数を変更する 20

来店処理後に客数の間違いに気づいた時の処理です。
○来店人数を増やす

１、人数を変更するテーブルをクリックし ２、画面上の『変更』ボタンを押し増やす人数を
『追加来店』ボタンを押します。 入力し、『最初から来店していた事にする』に

チェックを入れて『来店確定』ボタンを押します。

○来店人数を減らす。

３、人数を変更するテーブルをクリックし ４、減らす顧客区分けにチェックを入れて
『個別来店取消』ボタンを押します。 『来店取消』ボタンを押します。



●日常の業務/追加来店処理 21

○VENUSは、後から合流したお客様を同じテーブルで処理できます。

その場合、後から合流したお客様は、その時間からカウントします。

１、人数を変更するテーブルをクリックし ２、料金ランクや指名を確認・変更して『来店確定』
『追加来店』ボタンを押します。 ボタンを押します。

３、オーダーなどがあれば入力します。 ４、テーブル人数が変更されます。



●日常の業務/途中退席処理 22

○VENUSは、途中で退席したお客様を同じテーブルでそのまま処理できます。

（延長時には、退席したお客様はカウントされません。）

１、人数を変更するテーブルをクリックし ２、お帰りになるお客様にチェックを入れて
『途中退席』ボタンを押します。 『途中退席』ボタンを押します。

３、お帰りのお客様が自分の会計金額を支払って ４、会計金額に前受け金として記録されます。
行く時は、前受け金処理をします。
（精算画面を開き金額を入力しENTERで確定）



●日常の業務/追加来店処理の取消し 23

○誤って追加来店処理をしてしまった時の処理方法

１、追加来店を取消すテーブルをクリックし ２、来店を取消すお客様にチェックを入れて

『個別来店取消』ボタンを押します。 『来店取消』ボタンを押します。



●日常の業務/途中退席処理の取消し 24

○誤って途中退席処理をしてしまった時の処理方法

２名途中退席したと思ったら１名だった・・・など途中退席処理の取消し方法です。

１、途中退席を取消すテーブルをクリックし ２、途中退席を取消する顧客にチェックを入れて
『途中退席取消』ボタンを押します。 『退席取消』ボタンを押します。



●日常の業務/セット料金の変更確認 25

○１テーブルで複数のセット料金がある時の変更・確認

複数のお客様の来店で、それぞれセット料金が違ったり、途中退席や追加来店が重なり
会計金額が複雑になってしまった時の変更・確認画面です。

１、確認をするテーブルをクリックし ２、変更ボタンから来店時間、料金区分、指名を
『変更確認』ボタンを押します。 変更し『変更確定』ボタンから修正できます。

３、前セットの料金区分を変更する場合は
『セット一覧』ボタンから画面を開き
変更する料金区分右クリックで選択して変更できます。



●その他/カウントダウンタイマー時間の変更 26

○テーブルカウントダウン時間の変更方法
お客様から『○○時には帰るから、時間になったら教えて！』と言われる事もあるかと思います。
通常来店処理をするとそのままセット時間のカウントダウンが始まりますが、その時間を変更する事が出来ます。
セット料金に関しては、正確な時間で料金が課金されます。

１、カウントダウン時間を変更するテーブルを選択し『精算ボタン』から画面を開きます。
画面中央下にある『時間延長』ボタンからカウントダウン時間の変更が出来ます。



●その他/テーブルを待機表示にする 27

○テーブルを待機表示にする
テーブルのお会計処理が終わると自動的に待機画面に切り替わります。
精算が終わっているテーブルという表示に使用できますが
女子キャストが足らずにスタート待ち表示としても使用できます。

１、待機表示されるテーブルをクリックして ２、テーブル表示がオリーブ色に変わります。
『待機開始』ボタンを押します。

３、待機表示を取消す場合は、テーブルをクリックし
『待機終了』ボタンを押してください。



●その他/待ち時間を確認する 28

○テーブルの待ち時間を表示する
混雑時お電話でのお客様や案内所からの問い合わせで、何分後ならご案内できるかを確認できます。

１、『2:来店』ボタンから来店処理画面を開きます。 ２、画面右側へテーブルのセット終了時間の短い順に
（任意の空きテーブルからでもＯＫ） 表示されます

３、予約が入っているテーブルは予約時刻までの
滞在可能時間が表示されます。



●その他/テーブル表示 29

○テーブル表示について
ＶＥＮＵＳのテーブル稼働表示は、２種類あります。

１、テーブル表示画面の状態で『ＥＮＴＥＲ』キーを押す。 ２、テーブル稼働表示に切り替わります。

【横棒グラフ表示】
青：すでに帰られたテーブル
ピンク：稼働中のテーブル
赤：予約テーブル



●日常の業務/オーダーを入力する 30

○商品メニューなどのオーダーを入力する。

２、商品メニューを選択して『入力』ボタンで入力完了です。

①商品区分
ドリンク・フードなど商品メニュを区分けして表示します。

②商品メニュー
入力する商品を選択するボタンです。
同じメニューを繰り返しクリックすると、その回数分の数量で入力できます。
（オーダーバックのある入力ミスを防ぐため商品メニューは一つずつ入力してください。）

③オーダー入力確認画面
複数の商品メニューを入力する場合、操作にミスがないか確認する為の画面です。
オーダー入力確定前の表示になります。

④オーダー確定画面
すでにオーダーとして計上されている商品メニューが表示されます。

⑤商品メニュー確認画面
入力する商品メニューの金額、数量の確認画面です。
この場所から数量を直接変更できます。
０円で登録してある商品メニューは、金額を直接入力できます。
商品コードを直接入力して、商品メニューを呼び出す事もできます。

１、オーダーを入力するテーブルをクリックしま
す。



●日常の業務/オーダーを取り消しする 31

○商品メニューなどの入力オーダーを取消する。

２、取消すオーダーを選択して削除ボタンを押します。

３、取消しをするオーダーがマイナス表示されますので
内容を確認して入力ボタンで確定します。

商品コードを直接入力して、商品メニューを呼び出す事もできます。

１、オーダーを取消するテーブルをクリックしま
す。



●日常の業務/来店しているテーブルに指名を入力する 32

○すでに来店しているテーブルに指名を入力する

２、指名の種別を選択し入力ボタンを押します。
画面左下の数量が１になっている事を確認してください。

３、指名キャストを選択してください。 ４、指名の割り付けにチェックを入れて割付確定ボタンを
押します。

商品コードを直接入力して、商品メニューを呼び出す事もできます。

５、指名種別・キャスト名などを確認し入力ボタンを
押して処理終了です。

※VENUSには、途中退席、追加来店の機能が搭載されている為、指名するお客様の割付処理が必要になります。
途中退席、追加来店されたお客様の指名キャストを記録している為です。
キャスト別にセット料金・数を集計しており、また、一人のお客様が複数名指名している場合は当分割して集計します。

１、指名を入力するテーブルをクリックします。



●日常の業務/ボトルバックを分割して入力する 33

○ボトルバックを分割して入力する

２、分割対象メニューを選択し入力ボタンを押します。
画面左下の数量が１になっている事を確認してください。

３、複数の指名が入っている場合は ※ボトルバックを分割させる設定は『商品メニュー』設定
分割バック確認画面が開きます。 からできます。
数値は手入力で変更できます。

≪オーダー料金分割指定≫
本指名・場内指名など分割を指定するメニューにチェックを入れます。

商品コードを直接入力して、商品メニューを呼び出す事もできます。≪オーダー分割対象商品≫
ボトルなどバック金額を分割させるメニューにチェックを入れます。

１、オーダーを入力するテーブルをクリックしま
す。



●日常の業務/会計金額をレシート発行する 34

○お会計前に金額提示用のレシートを発行する事ができます。

１、会計レシートを発行するテーブルをクリックし ２、精算画面を開いた状態でスペースキーを押すと

精算画面を開きます。 会計レシートが発行されます。

※このレシートには、バックやポイントの集計確認用に
女子キャスト名が印字されます。
（お客様にお渡しする明細伝票には印字されません。）

※このレシートには通しNOが印字されません。

注意：精算画面を開いたままキーボードにスペースキーの
上に物を置いたりすると会計レシートが何枚も出力される
事になりますので、キーボードの上に物を置かないで下さい。



●日常の業務/延長料金をレシート発行する 35

○お会計前に延長時の料金をレシート発行する

30分の延長、60分の延長と料金が違う場合も対応しております。

１、延長レシートを発行するテーブルをクリックし ２、２種類の延長料金を印字する場合は

延長画面を開きます。 『延長比較』の料金ランクを選択しプリンターのアイコンを
クリックするとレシートが発行されます。

※延長時間にご注意ください！
30分延長料金を印字させる場合60分にすると
30分×２の料金で計算印字されます。

※２種類の料金を印字させる必要のない場合は、システム制御項目設定→端末固有の設定の中にある
『延長レシートに２セット分の料金も印字させる』のチェックを外してください。

※延長料金を自動計算させない場合は、システム制御項目設定の中にある
『自動商品追加延長機能を使用する』のチェックを外してください。



●日常の業務/精算処理をする 36

○お会計時の精算処理

１、精算処理をするテーブルをクリックし ２、オーダーや会計金額を確認し『現金』の枠に
『精算』ボタンを押します。 お客様からお預かりした金額を入力します。

３、精算ボタンを押すとキャッシュドロワーが開きます。４、領収書が必要な場合は、領収書ボタンで発行します。
『おつり』の金額を確認し、レジ内から出し ただし、一度画面を閉じてしまうと発行できないので
明細伝票と一緒にお客様にお渡しください。 事前に領収書が必要か？を聞いてから精算しましょう。

※明細書には通しNOが記載されております。
お店の控えが必要な場合２枚発行できます。
（システム制御項目設定から設定します。）

※追加来店や途中退席によりセット数を確認したい場合は
『セット一覧』ボタンから確認できます。



●日常の業務/クレジットカード精算処理 37

○お会計時のクレジットカード精算処理

１、精算画面にある『クレジット』ボタンを押して ２、一部カード支払いの場合は、不足分を
カード種別・精算する金額を入力します。 現金で回収し、入力します。

※カード精算時に手数料を頂く場合は、会計金額が変わりますので入力後確認してください。
※クレジット精算を取消す場合は、クレジット精算金額『０円』で入力し直して下さい。

※日報・月報は、カード種別別に集計します。



●日常の業務/割引処理 38

○お会計時の割引処理

任意の金額で割引する時は割引処理をします。
（予め割引金額が決まっている場合は、割引券を使用します。）

１、精算画面にある『割引』ボタンを押して ２．割引金額が計上されます。
種別を選択し割引する金額を入力しENTERで確定ます。（この操作は精算前に行っておく事ができます。）
（種別で割引金額を集計します。）

※割引を取消す場合は、『０円』で割引処理をすれば上書きされます。



●日常の業務/割引券回収処理 39

○お会計時の割引券回収処理

割引券回収時にする割引処理
（予め割引金額が決まっている場合にも使用できます。）

１、精算画面にある『割引券』ボタンを押して ２．割引金額が計上されます。
種別を選択し使用する枚数を入力し入力ボタンを押します。（この操作は精算前に行っておく事ができます。）

※割引を取消す場合は、『０枚』で割引処理をすれば上書きされます。
※割引券回収枚数は日報・月報で集計されます。



●日常の業務/金券使用処理 40

○お会計時の割引券使用（回収）処理

パーティー券など前売金券を精算に使用（回収）する時の処理
（金額を手入力で処理する事も出来ます。）

１、精算画面にある『金券』ボタンを押して ２．金券使用金額が計上されます。
種別を選択し使用する枚数を入力し入力ボタンを押します。（この操作は精算前に行っておく事ができます。）

※金券使用を取消す場合は、『０枚』で使用処理をすれば上書きされます。
※金券使用枚数は日報・月報で集計されます。



●予約処理/テーブルを予約する 41

○テーブルを予約する

VENUSは、お電話で受け付けたご予約を、テーブルへ予約登録する事が出来ます。

１、『9:予約』ボタンから予約登録画面を開きます。 ２、カードをリーダーで読み込ませるか、会員NOを入力し
（9と入力しEnterでもOKです！） 予約する年月日、予約時刻、滞在時間を入力します。

３、予約人数を入力すると、予約できるテーブルが黄色く ４、予約するテーブル、時間が緑色で表示されますので
表示されます。（テーブル定員を超えるとグレー表示 確認し『予約』ボタンで登録完了です。
稼働中はピンク、予約中は赤で表示されます。）

５、予約されたテーブルに予約表示されます。 ※予約登録時、会員登録されていないお客様は
備考欄が表示されるので、そこから任意の名前を
登録できます。



●予約処理/テーブル予約を取消する 42

○テーブル予約を取消する

予約したテーブルに、予約したお客様が来店しない場合は、予約取り消し処理をします。

１、『8:取消』ボタンから取消画面を開きます。 ２、予約のボタンを押します。
（8と入力しEnterでもOKです！）

３、予約しているテーブルの一覧が表示されるので ４、確認画面が開きますので『はい』で処理終了です。
取消をする予約を選択して『削除』ボタンをおします。



●予約処理/予約テーブルに来店する 43

○予約テーブルに来店する

予約テーブルは、予約情報と合致したお客様が来店した時にテーブルの予約表示が消えます。

１、予約の入っているテーブルをクリックする。 ２、会員カードをリーダーに通す。
（通常の来店処理と同じ） （カードがない場合は、顧客を呼び出すかＮＯを入力）

あとは、通常処理と同じです。

３、会員登録されていないお客様の予約テーブル来店処理は
表示された予約の中から該当を選択して来店処理をします。



●予約処理/予約情報を表示・印刷する 44

○予約情報を表示させる

予約情報は、日付を指定して表示や印刷する事が出来ます。

１、『12:業務』→『4:予約一覧』をクリックします。 ２、日付を指定して予約情報の一覧を表示できます。
『印刷』ボタンからＡ４サイズで印字されます。



●顧客管理/顧客情報を登録する 45

○VENUSに顧客情報を登録する

１、メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、または２、会員登録ボタンをクリック、また5を入力しENTERキーを
押します。

３、新規番号ボタンを押してENTERキーで確定します。４、画面右端に『新規登録』と表示されているのを確認し
確定せずに登録はできませんのでご注意ください。 顧客情報を入力します。『登録』ボタンで完了です。

５、メンバーズカードを発行する場合は、再度顧客情報を６、『カードを入れてください』というメッセージが
呼び出して、『発行』ボタンを押します。 表示されたらカードリーダーに生カードを挿入してください。

カードが吐き出されたら、登録完了です。

※顧客情報の備考欄は、来店処理時に表示されますので、ボトル情報などを記入すると便利です。
※情報を書き込む場合は、画面右端に『新規登録』または『更新』と表示されているのを確認してから行ってください。

F11ボタンを押します。



●顧客管理/顧客情報を更新する 46

○顧客情報を更新する

１、メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、または２、会員登録ボタンをクリック、また5を入力しENTERキーを
押します。

３、検索ボタンを押してフリガナ・電話番号から顧客情報を４、決定ボタンを押し、ENTERキーで確定すると顧客情報が
検索します。（カナ入力は半角で・・） 呼び出されますので情報を入力し『更新』ボタンで終了です。

※会員NOが、わかっている顧客を呼び出す場合は

会員登録画面no会員番号枠に直接番号を入力しENTERキーを押しても呼び出す事ができます。

F11ボタンを押します。



●顧客管理/顧客を検索する（来店処理時） 47

○来店処理時に顧客を検索する
来店処理にメンバーズカードを忘れてしまったお客様やカードを使用しない場合は顧客を検索する必要があります。

１、来店処理画面の『検索』ボタンを押し ２、決定ボタンで顧客を確定し処理終了ですが
ﾌﾘｶﾅもしくは電話番号から顧客を検索します。 カードリーダーと連動している場合は、生カードを

カードリーダーに通すとカードを再発行できます。
リーダーを接続しなければ、カード発行画面は出ません。

※来店処理を行った後に顧客を確定できますが、その場合は会員NOで呼び出す処理になります。
※メンバーズカードを使用していないお店の場合は、来店処理時に顧客を確定する事をおすすめします。

※ポイントラリーを行っている場合は、精算処理時にあわてないよう事前に確定しましょう！



●顧客管理/顧客を検索する（来店処理後） 48

○来店処理後に顧客を検索する
来店処理をした後に、顧客を呼び出す場合は、会員NOで検索する必要があります。

１、『11:会員』から『6会員抽出』ボタンを押し ２、フリガナや電話番号などで該当する顧客を抽出します。
会員抽出画面を開きます。

３、目的のお客様が抽出されたら会員番号を憶えます。４、呼び出すテーブルをクリックし『会員番号変更』ボタンを
押します。

５、会員番号を入力しENTERキーで確定してください。 ６、顧客が呼び出されるとテーブルに氏名が表示されます。
表示されない場合は、スペースキーで切り替えてください。

※ポイントラリー機能や未集金処理をする場合、精算テーブルに顧客情報を表示させる必要があります。



●顧客管理/会員区分を設定する 49

○VENUSは、会員ランク別に、それぞれのポイント加算率を設定できます。
Regular会員からVIP会員へなど、自動ランクアップ機能も搭載しています。

１、[12:業務]から[13：設定処理]ボタンを押します。 ２、[10：各種分類設定]ボタンを押します。

３、[3：会員区分設定]ボタンを押し、設定画面を開きます。４、区分名などを入力し登録します。

５、会員期限を設定した場合、期限が切れると
来店処理時に警告画面が出ます。

※期限切れの場合、警告画面が出るだけで、そのまま処理する事ができます。



●顧客管理/会員分類を設定する 50

○VENUSは、顧客を２０項目まで任意に分類する事ができます。
顧客をキャストの指名別に登録し、指名キャスト別に顧客を抽出する事ができます。

１、顧客の情報を登録する時に会員分類を設定して ２、[12:業務]から[13：設定処理]ボタンを押します。
おく事で、任意の抽出が可能になります。

３、[10：各種分類設定]ボタンを押します。 ４、[６：会員分類設定]ボタンを押し、設定画面を開きます。

５、左枠に分類タイトルを入力しENTERキーで確定し ６、分類項目を追加ボタンを押してから順次登録します。
登録ボタンを押し、タイトルを登録します。

※この設定は、任意に分類した顧客情報を元に住所録印刷をしたり、メール配信をしたり
顧客を抽出させるための設定です。



●顧客管理/顧客抽出機能 51

○条件に合わせて顧客を抽出する。
VENUSでは、任意の条件で顧客を抽出し、営業に役立てる事ができます。

１、『11:会員』から『6会員抽出』ボタンを押し ２、条件１画面
会員抽出画面を開きます。

３、条件２画面 ４、条件３画面（20項目まで任意に設定できます。）

５、条件を設定して、検索開始ボタンを押すと
条件に合った顧客データが抽出されます。
このまま、DM住所録印刷やメール一斉配信が可能です！

※『２ヶ月以上来店していない、リナさん指名のお客様』という条件で抽出し
女子キャストの営業活動に役立てる事もできます。



●顧客管理/住所録印刷機能 52

○顧客の住所録をハガキやタッグシールに印刷する
自店のお客様にＤＭや請求書などを発送する時、住所録を印字させる事が出来ます。

１、『11:会員』から『6会員抽出』ボタンを押し ２、検索条件を設定して顧客データを
会員抽出画面を開きます。 抽出します。

３、ＤＭ印刷ボタンを押します。 ４、印刷種別を選択して印刷できます。

※ＶＥＮＵＳがセットアップしてあるＰＣ接続した汎用プリンターで印刷されます。
Windows上でプリンターが作動していればＶＥＮＵＳで出力できます。
（ＶＥＮＵＳにプリンター接続の特別な設定はありません。）



●顧客管理/メール一斉配信機能 53

○登録したお客様のメールアドレスにお店の情報を一斉配信できます。
（条件付けで顧客を抽出し配信する事もできます。）

１、『11:会員』から『6会員抽出』ボタンを押し ２、検索条件を設定しe-mail祖維新可ボタンを押し
会員抽出画面を開きます。 顧客データを抽出します。

３、eMail送信ボタンを押してメール配信します。

※この機能を使用する為には、システム制御項目設定画面からメール設定をする必要があります。
メール配信用のメールアドレスを用意して設定してください。（Ｙａｈｏｏメール、Ｇメールなどは不可）



●ポイント管理機能/ポイント処理設定 54

○ポイント処理機能を設定する
VENUSは、売上に応じてポイントを加減算するポイントラリーの機能を搭載しています。

１、『12:業務』から『13:設定処理』ボタンを押します。 ２、『7:ポイント処理設定』画面を開きます。

３、各項目を設定し登録してください。
○ポイント装置
なし：ポイントラリー機能を使用しない。
内部計算：NATECカード装置を使用しない。
NATEC：NATECカード装置を使用する。

○ポイント計算方法（加算方法）
計算しない：機能を使わない。
一定金額毎：売上１００円に対して１ポイントなど
売上金額割合：売上に対して３％など
来店毎：来店する度に加算

○ポイント対象項目
すべて：売上全体にポイント加算
テーブル料のみ：セット料金のみに加算
飲食＋商品料金のみ：オーダー金額のみに加算

○ポイント換金率 飲食料金のみ：飲食料金のみに加算

ポイントを割引にあてる換金率
（ポイントの減算は、売上に対しての割引のみの運用となります。）

※VIP会員など複数の会員区分にそれぞれのポイント加算方法を設定できます。

○ランクアップ条件
Member会員がある条件を満たすとVIP会員に自動移行される、というような機能です。
ポイント：○○ポイント以上になるとランクアップ
来店回数：○○回以上来店するとランクアップ
累計売上：○○円以上、使用するとランクアップ
（複合で設定できます。）

ランクアップ会員区分：ランクアップ会員区分させる会員区分
（ランクアップ機能を使用しない場合は、同じランクにしておきます。）



●ポイント管理機能/顧客のポイント数を変更する 55

○顧客のポイント数を強制的に変更する

１、『11:会員』から『5:会員登録』画面から ２、Ctrlキーを押した状態でポイント数をクリックすると
ポイントを変更する顧客データを呼び出します。 パスワード画面が開きます。

３、数値を変更して更新ボタンを押すと変更されます。



●ポイント管理機能/ポイント加算処理（NATEC） 56

○NATECリライトカードを使用したポイント加算処理

１、来店処理画面を開いたらカードを通します。 カードリーダーがREADYランプが点灯していなければ

VENUSがカードリーダーを認識していませんので

カードリーダーの電源を入れたままVENUSを再起動してください。

２、カードを入れると顧客データが表示されすぐに ３、テーブル表示画面では顧客氏名が表示された
カードが吐き出されます。 状態になります。

このまま、通常通りの処理をしてください。

４、精算時は先にカードを入れてから行います。
予め設定した内容でポイントが加算されます。 加算されたポイント数でカードに印字されます。

※会計明細伝票にもポイント数が印字されます。



●ポイント管理機能/ポイント減算処理（NATEC） 57

○NATECリライトカードを使用したポイント減算処理

１、会員を指定した状態で精算画面を開き ２、ポイントボタンを押して使用するポイント数を入力します。
カードを通します。 設定された換金率で割引金額が計算されます。

３、ポイントで割り引いた金額に対して通常通り精算処理を
行へば、ポイントが減算されます。

○カード、レシートに減算後のポイント数が印字されます。

※お店で使用している金種に合わせてポイント割引をする必要があります。

最低１００円単位でしか使用していない場合は、１Point/１円ならば、１００Point単位の割引とする
ような運用が必要となります。



●ポイント管理機能/カードリーダー接続設定（NATEC） 58

○NATEC製カードリーダーの接続設定

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『13:システム制御項目設定』画面を開きます。

３、端末固有の設定ページを開き、カード装置ポートへ
カードリーダーのシリアルNOを登録します。
（VENUS再起動で設定が有効になります。） シリアルNOは、カードリーダー裏面に記載されています。

４、ポイント処理設定でポイント装置項目が
NATECになっている事を確認してください。

『12:業務』→『13:設定処理』→『7:ポイント処理設定』

※これらの設定は、VENUSを再起動して有効になります。
また、カードリーダーの電源を入れたままVENUSを起動したときに『ﾋﾟｯﾋﾟｯ』と音がしたら
VENUSがカードリーダーを認識しています。



●ポイント管理機能/来店時のカード仮発行（NATEC） 59

○来店処理と同時にポイントカードを仮発行する
顧客情報をしっかり登録する前に、カード仮発行してお客様に渡す事ができます。

１、来店処理画面で仮登録する会員NOを手入力し ２、仮登録画面が開きますので、氏名のみでも入力します。
ENTERキーで確定します。

３、カード発行を問われるので『はい』を押します。 ４、生カードをカードリーダーに通します。

５、印字されたカードを抜くと顧客情報が表示 ６、印字されたカードはお客様にお渡しします。
されるので、そのまま来店処理をします。

※会員登録申し込み用紙に記入していただいた情報は、手の開いている時に登録できます。
※何番のカードをお客様に渡し方を必ず会員登録申込用紙に記入しておきましょう。
カードNOがわからないと、会員登録ができなくなります。



●ポイント管理機能/ポイントカードを発行する 60

○ポイントカードを発行する
お客様に記入していただいた会員申込用紙の情報を登録してメンバーズカードを発行する

１、メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、または２、会員登録ボタンをクリック、また5を入力しENTERキーを
押します。

３、新規番号ボタンを押してENTERキーで確定します。 ４、画面右端に『新規登録』と表示されているのを確認し
確定せずに登録はできませんのでご注意ください。 顧客情報を入力します。『登録』ボタンで完了です。

５、再度顧客情報を呼び出して『発行』ボタンを押します。６、『カードを入れてください』というメッセージが
表示されたらカードリーダーに生カードを挿入してください。
カードが吐き出されたら、登録完了です。

※お客様に記入していただいた会員申し込み用紙には、必ず登録した会員NOを記入してください。
記入を忘れると、お客様が何番のカードを持っているのか？が解らなくなります。
※顧客情報の備考欄は、来店処理時に表示されますので、ボトル情報などを記入すると便利です。
※情報を書き込む場合は、画面右端に『新規登録』または『更新』と表示されているのを確認してから行ってください。

F11ボタンを押します。



●ポイント管理機能/カード印字設定（NATEC） 61

○リライトカードの印字を設定する
リライトカードを使用するとカードをリーダーに通すたびに印字内容を変更させる事ができます。

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『11:カードイメージ設定』画面を開きます。

３、真ん中の枠に印字内容を入力し登録します。 ４、テスト印字ページを開き、テスト印字ボタンを押し
右枠のコマンドを入力すると内容に合わせて カードを通すと印字内容を確認できます。
自動印字されます。

※カードは縦書き、横書きと２種類設定できます。
※印字用のテストカードを１毎用意しておくと便利です。



●ポイント管理機能/カードの初期化（NATEC） 62

○リライトカードのデータを初期化方法
使用済みのリライトカードに記録されたデータを初期化して再利用する事ができます。

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『11:カードイメージ設定』画面を開きます。

３、カード初期化ボタンを押して、初期化するカードを
カードリーダーに通して下さい。



●ポイント管理機能/カードリーダーのクリーニング（NATEC） 63

○リライトカードのクリーニング方法
カードリーダーのクリーニングは一日一回は行いましょう。内部が汚れるとトラブルの元になります。

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『11:カードイメージ設定』画面を開きます。

３、クリーニングボタンを押して、クリーニングカードを ４、『クリーニングカードを抜いてください』とメッセージが
カードリーダーに通して下さい。 表示されたらクリーニング終了です。

○NATECクリーニングカード

※カードは使い捨てではありません！



●静脈認証機能/静紋認証装置の設定 64

○スタッフや女子キャストの出退勤確認を静紋認証装置で行う事ができます。

◎静紋認証装置をUSB接続ケーブルでパソコンに接続してください。
パソコンが装置を認識するとLEDランプが緑色に点灯します。
LEDランプが緑色に点灯していなければ接続できていないので、接続を確認してください。

※デバイスマネージャーから接続を確認しエラー表示が出ている場合は
付属のCDより、ドライバーソフトを再インストールしてください。
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○スタッフや女子キャストの出退勤確認を静紋認証装置で行う為の登録処理

１、12:業務→13:設定処理→13:システム制御項目設定 ２、12:業務→13:設定処理画面から16:男子スタッフ設定もしくは
画面を開きVENUSを再起動し設定を有効にます。 17:コンパニオン設定画面を開き、静紋登録ボタンを押し

確認画面のOKボタンを押します。

３、指を装置に置き静脈を読み取りします。 ４、OKボタンを押して、再度同じ指を装置に
指の間の静脈を登録するので、装置の置くまでしっかりと置いて静脈を読み込ませます。計３回同じ操作をします。
指を置いてください。（指紋は登録しません。）

５、静紋認証テストをボタンを押し、再度指を装置に置き６、認証成功画面が開いたらOKボタンを押し
登録が終えているかを確認します。 画面右下にある『登録』ボタンを押して登録します。

※登録が完了しているスタッフは、『静紋登録済み』と表示されます。
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○スタッフや女子キャストの出退勤確認を静紋認証装置で行う処理

１、スタッフや女子キャストの出退勤処理時に ２、静紋認証装置に指を置き、本人である事が確認できれば
登録ボタンを押すと静紋認証画面が開きます。 処理終了です。
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○商品メニュー登録時の商品区分設定

１、商品を区分けする事でオーダー入力時 ２、『12:業務』→『13:設定処理』→『10:各種区分設定』
メニューを探す役立てます。 画面を開きます。

３、商品区分設定画面を開きます。 ４、登録する左枠を選択し、区分名を入力します。
オーダー入力時にわかりやすくするために
表示文字色や背景色を変更し登録します。

※商品区分別に売上や販売数がランキングで集計されます。

５、この設定は、商品メニュー設定時に
商品区分として反映されます。
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○オーダー商品メニューの登録設定処理

商品メニューは、商品区分別にコード分けして登録しましょう！
商品メニューの重複登録の回避になります。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『3:商品メニュー設定』２、コードNOを確認し、商品名を手入力します。
画面を開き、左枠の登録する大体の場所を選択し 商品区分、売上区分を選択し、会計金額を入力します。
画面下追加ボタンを押します。 バックがあるメニューの場合は、『女子バック設定』ボタンを

押してポイント、バック金額などを入力し更新します。

自動的に選択されます。 登録内容を確認し『登録』ボタンで完了です。

※ボトルなどバック金額を指名キャストで分割する
場合はオーダー分割対象商品にチェックを入れます。
※サービス料を除くメニューの場合は、『サービス料込み』に
チェックを入れます。

３、商品メニュが登録されると左枠に表示されます。

※選択した番号の下、一番近い空きコードが
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○金額を手入力するメニュー登録の設定方法

メニュー登録されていないオーダーメニューが出た時に処理に困ることがあります。
その場合、予め手入力で金額を入力するメニューを登録しておくと便利です。

１、商品メニュー登録時に売価を0円にし ２、オーダー入力時、0円登録したメニューを選択すると
無料商品のチェックを外して登録します。 画面左下の単価の枠内に金額を手入力できます。
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○指名や同伴などのメニュー登録の設定方法

通常のオーダーとは違い指名メニューには、複雑な設定が必要になります。
設定時のチェック項目に注意してください。
（お店の料金システムによって設定が異なります。）

◎テーブル表示に女子名を表示する

指名・場内指名にチェックを入れます。（同伴料に指名料も含む場合も）

◎テーブル表示の背景色に反映させる

指名・場内指名にチェックを入れます。（同伴料に指名料も含む場合も）

◎日計表に指名として集計する（各種女子キャスト成績に指名として集計）
指名・場内指名・延長指名など指名メニューにチェックを入れます。

◎セット料金分割指定
キャスト別にセット数をカウントする為の設定です。

指名・場内指名にチェックを入れます。（同伴料に指名料も含む場合も）

◎オーダー料金分割指定

ボトルバックなど指名キャストで分割する場合にチェックを入れる。
（本指名キャストのみで分割するのであれば、場内指名にチェックはいれない。）

◎A指名として集計（売上実績・女子ランク集計に反映）
本指名の客数をカウントさせるので延長指名にはチェックを入れない。

◎B指名として集計（売上実績・女子ランク集計に反映）
場内指名の客数をカウントさせるので、延長指名にはチェックを入れない。

◎同伴として集計（売上実績・女子ランク集計に反映）
同伴した客数をカウントするので、同伴延長にはチェックを入れない。

◎指名実績として集計（売上実績・女子ランク集計に反映）
指名に関する売上を集計するので、指名・延長指名の両方にチェックを入れる。

◎同伴実績として集計（売上実績・女子ランク集計に反映）
同伴に関する売上を集計するので、同伴・同伴延長の両方にチェックを入れる。
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○メニューをレシートに印字させない登録方法

女子バックのみをカウントさせて伝票には印字させないメニューを作る事が出来ます。

１、商品メニュー登録時に売価を0円にし ２、設定したメニューをオーダー入力すると
『精算レシートに印刷』のチェックを外して登録します。 画面上では計上されます。
女子バックも任意の数値を登録します。

３、精算処理前の会計伝票には、バックオーダーとして印字され
お客様に渡す、明細書には印字されません。
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○オーダーメニューに女子バックを設定する。

商品メニューに女子バックを設定すると、そのオーダーを入力する度にキャスト選択画面が
開きますので、女子キャストを選択して入力してください。

◎女子バック設定は、商品メニュー設定画面からメニュー毎に設定します。
指名ポイント・オーダーバック・売上金額・フリーポイントと四項目設定できます。
売上金額は、オーダーによる純粋な割引のない金額を集計します。
フリーポイントは、ポイント種別が複数ある時に使用してください。
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○延長時に指名を自動追加させる設定

延長時に指名を毎回オーダー入力するのが手間な場合、自動で追加させる事が出来ます。
（本指名のあるテーブルに本指延長指名を自動追加する設定）

１、『12:業務』→『13:設定処理』 ２、本指名の数だけ延長処理時に自動追加されます。
→『3:商品メニュー設定』画面から本指名を選択し
『延長時に自動追加する』にチェックを入れて
自動追加商品コード枠に「２」と入力し登録します。
（コード２は本指延長指名）

３、『12:業務』→『13:設定処理』→
『13:システム制御項目設定』画面にある
『自動商品延長追加機能を使用する』にチェックを入れ登録します。

※自動追加するメニューは必ず違うモノを選択してください。（本指名→自動追加も本指名はＮＧ）
自動追加するコードを同じにすると延長の度に倍々で増えてしまいます。
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○VENUSは、時間が経過する度に、セット料金が自動で課金されます。

□例えば、１セット60分5000円の場合、１時間40分経過すれば、２セット分の料金が会計金額に自動で課金されます。
次の課金は、2時間後となり、時間経過に伴い順次課金される仕組みです。
従って、延長処理を行わなくても、来店時に処理をしたセット料金がそのまま自動で課金されます。

□VENUSでは延長処理を行いますが、カウントダウンタイマーと延長時に自動で追加されるオーダー（延長指名など）
また、セット料金内容の変更の為に行います。

□延長処理を行わなくても、セット料金は課金され続けて行きますが、延長指名やカウントダウン表示
また、セット料金の変更ができなくなります。

□VENUSには、追加来店、途中退席の機能があり、また顧客別に料金システムを変えたまま一度に精算する事ができます。
一つのテーブルでレギュラー料金とVIP料金を一緒に会計する事ができます。

□追加来店や途中退席が頻繁にあり、またそれぞれのセット料金が違う場合、『セット一覧』から動向と料金を確認できます。
このセット一覧処理は、自動課金と無関係に作動しているため延長処理をきっちり行う事で正確に表示されます。

□自動課金なので、延長処理をしたり、しなかったりするとこのセット一覧表示に誤差が出ます。
（表示の誤差がでるだけで、会計金額には影響ありません。）

□セット料金の自動課金機能は、VENUS導入時には戸惑うかもしれません。
お客様の会計処理にもたついていると、精算金額が勝手に増えてしまうからです。
しかし、操作に慣れてしまえば問題なく、お店の稼働率をアップさせる事ができるでしょう。
また、延長をしなかった事にして、売上げを抜かれる不正行為の対策にもなります。

※慣れるまで、面倒に感じる機能かもそれませんが、キャバクラ営業において、とても重要な機能なのでご了承願います。
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○VENUSは、キャバクラ特有の複雑な料金システムに対応すべく様々なパターンでの自動化を考慮しています。

□『12:業務』→『13:設定処理』→『2:料金設定』画面を開きます。

※この設定は、入力後毎に
ENTERキーで確定しなければなりません。

①モード
料金モードは、日によって料金システムを変更することがある場合に使用します。
例えば：『毎週月曜日はALLタイム４０００円』というキャンペーンを定期的に行う場合、通常モードとは別のモードに料金
システムを設定し、カレンダー設定の月曜日の枠に設定すれば、毎週月曜日のみ料金システムが変更されます。

②開店時刻
開店時刻は正確な開店時刻でなくて構いません。（正確な時間を設定すると開店前の処理ができなくなります。）

③閉店時刻
閉店時刻は、実際の閉店時刻より遅めの時間に設定してください。（万が一営業を延長した場合処理ができなくなります。）

④来店猶予
来店処理をしてセット料金が課金されるまでの猶予時間です。（分単位）

⑤延長猶予
延長時間を越えてもセット料金を自動課金されない為の猶予時間です。（分単位）
（この設定を入れないと、精算処理が重なる度に、課金停止処理をする事になりかねません。）

⑥比較

複数のモードの料金を比較して、一番安い金額で自動的に精算させるための機能です。
例えば、３時間以上いるお客様は、２万円一定金額とするのであれば、フリータイムで２万円のモードを設定し
そのモード番号を入力しておけば、セット料金は２万円以上かからなくなります。

⑦時間帯
時間帯によりセット料金を変動させる場合に使用します。
22：00～セット料金が1000円アップするのであれば、時間帯２に22：00と入力します。
その場合、15:00～21：59までと22:00～の料金の２種類の金額設定になります。

時間帯を取消す場合は『99：99』と入力してください。

⑧人数変更警告
テーブル単位で料金を設定する場合、人数変更処理ができなくなるので、人数変更処理する度に警告画面を出す設定です。

⑨会員区分割引
来店処理時に顧客を選択すると、会員区分別に自動的に割引をかける設定です。
特別なお客様に毎回割引をする場合に使用してください。

⑩料金表
セット料金の詳細を設定する画面が開きます。
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○VENUSは、キャバクラ特有の複雑な料金システムに対応すべく様々なパターンでの自動化を考慮しています。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『2:料金設定』画面を開き２、料金ランク別に、時間帯１、２と設定します。
『料金表』ボタンを押します。 基本時間、延長時間は90分であれば『01：30』と入力します。

入力後は、すべてENTERキーで確定してください。

延長料金が、30分と60分の二種類ある場合は料金ランクを
２種類作り、それぞれの延長料金で登録してください。
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〇Regular/VIPなどの料金ランク名を設定する。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『10:各種区分設定』画面を２、左枠の設定する場所をクリックし右上にランク名を入力し
開き『2:料金ランク設定』ボタンを押します。 登録ボタンを押します。

３、料金設定画面に反映します。
（この処理は、VENUSを再起動しないと反映されません。）
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〇セット料金のかかる料金単位の設定です。
（キャバクラ独自の複雑な料金システムに対応しております。）

『テーブル単位』 『人数単位』
一つのテーブルで何人でも同じ料金にする場合 通常はこの設定を利用します。

お一人様50分4500円のような場合の設定です。

『段階制』 『定員制』
個室などの利用時に段階的に料金が変動する場合に 個室などの利用時に使用します。

使用します。 １名～5人まで5000円１名追加ごとに+1500円という場合

１～10名まで50分、11～20名まで50分5000円
21名～1名増えるごとに+3000円のような場合の設定

※キャバクラの場合通常は、『人数単位』か
『段階人数制』を使用します。

※『テーブル単位』『段階制』『定員制』を使用する場合
追加来店、途中退席の機能は使用できませんので
ご注意ください。

『段階人数制』
お一人様の場合、割増料金など人数によって料金が
変動する場合に使用します。
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〇精算時の時間帯をどの時間を優先て計算するかを設定する
（キャバクラの場合、通常は開始優先にします。）

『金額比較』
料金モードで比較モードを設定した場合に使用します。
例えば、１セット5000円、2セット9000円、３セット以上は12000円という場合
別モードでフリータイム料金を設定し、そのモードと比較し安い料金を自動計算します。

『開始優先』
来店した時間の料金で計算する場合

『終了優先』
お帰りの時間帯料金で計算する場合

『比較１』
滞在時間内でセット料金をが重なった場合、時間の長い方で計算する。
例えば、20：00～21：00まで60分4000円、21：00～60分5000円で
20：45分に来店した場合、１セット5000円で計算します。

『比較２』
延長時に時間帯をまたいだ場合、滞在時間の長い方で計算する。
例えば、20：00～21：00まで50分4000円、21：00～50分5000円で

20：00に来店し、延長した時に4000円+5000円で計算します。
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〇毎週月曜日はＡＬＬタイム4000円など、日毎にセット料金を変える事が出来ます。
（とりあえず毎週月曜ＡＬＬタイム4000円で設定してみます。）

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『2:料金設定』画面 ２、『料金表』ボタンをおして、セット料金を設定します。
から新しいモードに設定をします。 画面右上もモードを確認し、すべての料金ランクへ
（ＡＬＬタイム4000円というモードを作りました。） セット料金を登録します。

３、『12:業務』→『13:設定処理』→『6:カレンダー設定』 ４、月曜日の枠を『ＡＬＬタイム4000円』のモードにします。
画面を開きモードを登録します。

※設定変更後はＶＥＮＵＳを再起動して有効になります。

５、日毎にも設定できます。

祭日の月曜は通常営業であれば
その日のモードを変更してください。
曜日より、日を優先して計算されます。
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〇セット料金を手入力する場合は料金設定を0円にすれば可能です。
（ここではＦＲＥＥの料金ランクを設定してみます。）

１、予めＦＲＥＥの料金ランクをつくり、０時間０円で ２、商品メニュー設定からセット料金を手入力する
設定します。 0円メニューを作ります。

※自動課金を使用しない場合、女子キャストの
セット料金に関する成績が集計されませんのでご注意を！

（オーダーとしてカウントさせる事は可能です。）

３、料金ランクをＦＲＥＥで来店させ、オーダーでセット料金を
入力します。
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○女子キャストをランク区分けして、それぞれのバック金額を集計できます。

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『10:各種区分設定』画面を開きます。

３、『８:女子区分設定』画面を開きます。 ４、追加ボタンを押しランク名を入力します。

５、登録ボタンを押して処理完了です。 ６、設定したランクは、女子バック設定画面に追加されます。

※注意：追加した女子ランクの集計は、『ポイント成績表』『日別ポイント成績表』に反映されますが
その他の、女子キャストの集計には、反映されません。
（レギュラーランクのみ全集計に反映されます。）

※コンパニオン設定で各キャストに指定してください。
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○VENUSに女子ｷｬｽﾄを登録する

１、『12:業務』から『13:設定処理』画面を開きます。 ２、『7:コンパニオン設定』画面を開きます。

３、追加ボタンを押してからキャスト名など必要に応じて４、入力がし終わったら登録ボタンで完了です。
項目へ入力してください。

※ここで入力する『時給』金額が時給計算に反映されます。
※本人が出退勤処理をする場合は、パスワードを登録してください。
※静脈認証・指紋認証装置を使用する場合は、この画面で登録をしてください。



●設定処理/時給計算の設定 84

○時給計算時間、計算単位の設定

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』から設定します。

≪時給単位≫
早退・遅刻時などの端数時間の切り捨て単位です。

※計算する時間帯を設定する事を忘れずに行ってください。



●設定処理/諸事入力設定 85

○諸事入力設定

送迎費用、ヘアメイク費用など給与から控除する項目を予め設定し処理する事により、女子給与計算集計
データより自動で控除計算を行います。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『18:諸事金額設定』 ２、諸事入力は、女子キャストの出退勤処理画面の
から各諸事の金額を設定します。 『諸事入力』ボタンからできます。
種別の区分けは、集計表に反映させる区切りです。

諸事入力したデータは月報の
11：個別女子給与集計
12：女子給与期間集計
20：個別給与期間集計
に、反映されます。

３、適用を選択し登録してください。



●システム設定/ドロワー・プリンターを使用しない設定 86

○キャッシュドロワーやレシートプリンターを使用しない設定
レシートプリンターやキャッシュドロワーを接続しないとＶＥＮＵＳにエラー表示が出ます。
接続せずに運用する場合は、使用しない設定にする必要があります。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定(端末固有の設定)』の
『レシートプリンターを使用しない』『ドロアを使用しない』にチェックを入れて登録ボタンを押してください。
ＶＥＮＵＳを再起動すると設定が有効になります。



●システム設定/TOPページに売上表示をさせない設定 87

○ＶＥＮＵＳテーブル表示画面に売上を表示させない設定
オーダーパントリー端末などＶＥＮＵＳテーブル表示画面に売上を表示させなくする事を
端末別に設定できます。

『売上表示画面』 『売上非表示画面』

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定(端末固有の設定)』の
『メイン画面に売上状況を表示する』のチェックを外して登録ボタンを押してください。



●設定処理/バックアップ設定 88

○バックアップデータの保存先を指定する

まずは、ＵＳＢフラッシュメモリーなど外部メモリーＨＤをパソコンに取り付けてください。
バックアップ設定をしないまま、パソコンが壊れてしまうと、女子給料計算ができなくなってしまいます。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定(端末固有の設定)』バックアップ先の
参照ボタン『・・・』から、接続した外部メモリーを選択し、登録ボタンで設定終了です。

ＶＥＮＵＳを一度終了し、バックアップデータが保存されているかを確認してください。

  バックアップデータは１週間分を保存します。
（一週間以上前のデータは順次自動削除されますので１Ｇ程度のメモリーで十分対応できます。）



●システム設定/メール配信・売上報告メールの設定 89

○ＶＥＮＵＳからメールを配信させる設定
顧客へのメール配信や売上報告メールを配信する為にはＶＥＮＵＳへメール設定が必要です。
メール配信用にＹａｈｏｏメールはＧメールではないサーバー情報のあるメールアドレスを用意して頂き
その情報をＶＥＮＵＳに設定する必要があります。（ネット環境の接続もお願いします。）

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定(メール関係)』画面を開き
用意したメールアドレスの情報を設定します。

◎売上報告送信先アドレス１～３は、売上報告を受信するメールアドレスを入力してください。

◎売上報告送信時刻には、送信したい時刻を登録してください。その時間の現状が送信されます。
最終売り上げの送信は、締め処理終了時に配信されます。

◎本社などへＶＥＮＵＳ本体のデータを送信する場合は、ＶＥＮＵＳ本社システムに設定した
受信用アドレスを登録してください。



●システム設定/消費税・ＴＡＸなどの設定 90

○消費税・サービス料・手数料などの設定
ＴＡＸなどは、お店によって計算方法が異なりますので、設定方法が色々あります。
下記設定画面で色々と試して、お店にあった設定を行ってください。

１、『13:設定処理』→『9:税金関係設定』画面 ２、『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』
消費税の税率/まるめ単位を設定できます。 サービス料・カード（Ｃ）手数料、セット料金に

サービス料を含む含まないの設定ができます。

３、『13:設定処理』→『８:割引券設定』 ４、『13:設定処理』→『10:各種区分設定』
消費税込み・別の割引を設定できます。 →『7:売上区分設定』

売上区分別に外税・内税・非課税が
設定できます。

※内税設定は、会計明細書に内税分として
表記されます。

５、『13:設定処理』→『３:商品メニュー設定』
商品メニュー別に、外税・内税・非課税、また
サービス料込み・別を設定できます。
（親に準拠）の親は売上区分設定での登録内容に
なります。



●システム設定/営業日切替時間の変更 91

○営業日切替時間の変更設定
通常０時を過ぎると日付は変わってしまいますが、深夜過ぎまで営業をしているキャバクラでは
０時を過ぎても同じ日付で営業しなければ、日報などの集計が二日に分けなければなりません。
そこで、営業切替時間を設定し一日の区切りの設定をする必要があります。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面左上にある
『営業日切替時刻』の時間を変更する事で切り替わります。

この時間は、閉店後スタッフが全員帰る時間の後にしてください。
切替時間後に締め処理を行う事はできませんのでご注意ください。



●システム設定/カウントダウン警告時間を変更する 92

○テーブル時刻のカウントダウン警告時間を変更する。
テーブルの残り時間表示でのカウントダウン警告表示時間は設定で自由に変更できます。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面左上にある
『退室警告時間』の時間を変更する事で切り替わります。

初期基本時間は、来店処理時にデフォルトで表示される時間です。
初期炎症時間は、延長処理時にデフォルトで表示される時間です。
（どちらも、処理時に手入力で時間を変更できます。）



●システム設定/延長レシートに二つの料金を印字させる 93

○延長料金印字レシートに二つの料金を自動計算し印字させる設定
お店によって延長時に30分延長、60分延長と２種類の延長時間を提示しているお店があると思います。
設定で２種類のセット料金を延長レシートに印字させる事が出来ます。

１、『13:システム制御項目設定』の ２、同ページ『端末固有の設定』タブを開き
『自動商品追加延長機能を使用する』にチェックを入れます。『延長レシートに２セット分の延長料金を印字させる』

にチェックを入れます。

３、延長処理時に延長比較枠が出来ますので

ここで任意の料金を選択して印字して下さい。

※延長時間にご注意ください！
30分延長料金の場合、延長時間を60分にすると
２倍の料金が印字されます。



●システム設定/女子ランキングの評価設定 94

○店舗の業績実態を確認する為の売上実績、女子ランク集計のデータの計算方法を設定する。

【女子ランク集計】 【売上実績】

１、『13:設定処理』→『4：実績集計』画面から ２、Ａ指名、Ｂ指名は商品メニュー設定から
各数値を設定します。 本指名と場内指名に分けて登録して下さい。

※このデータでお店の状態が把握でき、改善点も明確になります。しっかり設定しましょう！



●システム設定/レシートに店舗情報を印字させる。 95

○会計時発行のレシートに店舗情報を印字させる。
会計伝票や明細書に任意の文章を印字させる事が出来ます。

◎『12:業務』→『14:レシートプリンター設定』画面から
会計時発行のレシートに任意の文章を設定できます。



●システム設定/領収書印字設定 96

○会計時発行の領収書に店舗情報を印字させる。
会計処理時に発行できる領収書に店舗情報を直接印字させる場合は設定を行って下さい。
ゴム印を押して使用する場合は、逆に設定を空欄にしてください。

◎『12:業務』→『15:店舗情報設定』画面から
店舗情報を登録して下さい。



●システム設定/テーブル設定 97

○テーブル情報を設定する事で来店処理が楽になります。
ＶＩＰテーブルならＶＩＰ料金を予め設定する事で来店処理時にデフォルトで表示されます。
予めテーブル配置図を用意してテーブル配置設定を行ってください。

１、テーブル表示のマス数になります。 ２、システム制御項目設定から自店にあった設定を
選択してください。（VENUS再起動で有効になります。）

３、『13:設定処理』→『1:テーブル設定』から設定します。 ４、テーブル配置選択ボタンを押すと配置画面が
左枠の空きＩＤを選択し右側の情報を設定してください。 開きますので選択してください。

【テーブル番号】　課金停止や精算取り消し時に入力するテーブル番号です。（数値しか入力できません。）

【テーブル名】　お店で使用しているテーブル名を入力して下さい。

【定員】　テーブル枠に表示される定員人数です。

【テーブル種別】　キッチンプリンターや電源制御装置と連動させる場合設定確認の為の表示です。

【一般料金ランク】　来店処理時にデフォルトで表示させる料金ランクです。

【会員料金ランク】　会員が来店した場合にデフォルトで表示させる料金ランクです。

【ＤＩＯポート】　電源制御装置のポート番号です。

【表示位置】　テーブル表示画面での表示位置です。

【プリンター番号】　オーダーレシートを発行させるプリンターの番号です。



●システム設定/来店レシートを発行させる 98

○来店処理時に来店レシートを発行させる事が出来ます。
停電など予期しない出来事でシステムがダウンした時などの為に来店時間確認用にレシートを発行できます。
また、お客様にをテーブルに案内すると同時にテーブルに置く事で時間のトラブルを無くせます。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定（端末固有の設定）』画面左上にある
『来店レシートを発行しない』のチェックを外す事で発行します。



●システム設定/パスワード設定 99

○パスワードを処理権限に合わせて設定する。
ＶＥＮＵＳには、３段階のパスワードを設定でき処理権限レベルに合わせて運用できます。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『20:パスワード設定』 ２、レベル１～３までパスワードを設定できます。
ボタンを押します。 （導入時初期パスワードは9999になります。）

レベルに合わせて運用処理を設定できます。



●システム設定/処理権限レベル設定 100

○パスワードに合わせて処理権限を設定する。
売上データ・女子給与データ、個人情報などアルバイトなどに見せないようにする為に処理権限を設定できます。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『19:処理権限レベル設定』２、左枠の処理を選択し、右上のレベルを設定し
ボタンを押します。 登録してゆきます。

来店処理など基本的な操作にパスワードをかける
事はできません。

また、データクリアなど特別なパスワードは
この処理画面では変更できません。
（変更時は当社担当者にご確認ください。）



●システム設定/オーダーレシートを発行する 101

○オーダーレシートを発行する設定
ＶＥＮＵＳはオーダー入力ミスをなくす為にオーダーレシートを発行する機能を搭載しています。
（ＶＥＮＵＳ単体運用している場合の設定です。）

１、『12:業務』→『13:設定処理』→ ２、テーブル設定画面で各テーブルのオーダーレシート
『13:システム制御項目設定(端末固有の設定)』画面の 枠にフロントを登録します。
接続されているプリンターの１番上にチェックを入れます。

３、商品メニュー設定画面からオーダーレシートを
出力するメニューを選択し、オーダーレシートに

チェックをいれて登録します。

※オーダー出力用プリンターはＶＥＮＵＳ１台に対して最大5台まで接続できます。
どのオーダーをどのプリンターから出力するか？、また、どのテーブルのオーダーを
どのプリンターから出力するか？などを設定できます。



●システム設定/オーダーレシートを発行する 102

○オーダーをまとめてレシート発行する設定
オーダーレシートは、一緒に入力したオーダーをまとめて出力する事が出来ます。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面右上の
メニューをまとめて印刷の枠内にあるチェックをプリンター別にチェックを入れます。

３、商品メニュー設定画面からオーダーレシートを
出力するメニューを選択し、オーダーレシートに

チェックをいれて登録します。

※レシートには、テーブルの残り時間とお会計金額が一緒に印字されます。



●帳票出力/売上統括日報（新） 103

○売上統括日報（新）

『11:会員』→『1:日報印刷』→『16:売上統括日報（新）』から出力・確認できます。
レシートでも同じ内容を印字できます。
また、EXCELなどにＣＳＶ出力する事も出来ます。



●帳票出力/売上統括月報（新） 104

○売上統括月報（新）

『11:会員』→『2:月報印刷』→『19:売上統括月報（新）』から出力・確認できます。
レシートでも同じ内容を印字できます。
また、EXCELなどにＣＳＶ出力する事も出来ます。



●帳票出力/日報月報（旧） 105

○日報月報（旧）

≪日報≫
『11:会員』→『1:日報印刷』→『4:売上統括日報（帳票）』からA4出力・確認できます。
レシート出力は『1:売上統括日報（レシート）』から出力できます。

≪月報≫
『11:会員』→『2:月報印刷』→『3:売上統括月報』からA4出力・確認できます。



●帳票出力/時間帯別商品売上日報（レシート） 106

○時間帯別商品売上日報

設定した時間帯別のオーダー売上を集計します。
（精算処理をした時間で集計しています。）

○時間帯の設定

『11:会員』→『4:帳票時間帯設定』画面を開き集計する時間帯入力し登録します。
（設定はVENUSを再起動して有効になります。）

○レシート出力

『11:会員』→『1:日報印刷』→『3:時間帯別商品売上日報（レシート）』からレシート出力できます。



●帳票出力/テーブル別売上日報・月報 107

○テーブル別売上日報・月報

テーブル別の売上を期間を指定して集計します。

○テーブル別売上日報

『11:会員』→『1:日報印刷』→『5:テーブル別売上日報』画面を開き出力する日付を入力し印刷します。

○テーブル別売上月報
『11:会員』→『2:月報印刷』→『1:テーブル別売上月報』画面を開き集計する期間を指定して印刷できます。



●帳票出力/標品別売上日報・月報 108

○商品別売上日報・月報

商品別の売上を期間を指定して集計します。
商品区分別に集計し、ランキング順に表示します。

○商品別売上日報

『11:会員』→『1:日報印刷』→『2:商品別売上日報（レシート）』
もしくは『6:商品別売上日報（帳票）』画面を開き出力する日付を入力し印刷します。

○商品別売上月報
『11:会員』→『2:月報印刷』→『4:商品別売上月報』画面を開き集計する期間を指定して印刷できます。



●帳票出力/例外処理記録 109

○例外処理記録

不正処理防止の為に、通常業務で使用しない処理を全て記録しています。
（来店取消、精算取消し、来店時間の変更など・・・）

来店取消、課金停止、精算取消し回数は、日報・月報に集計されますので、合わせてご確認ください。

『11:会員』→『2:月報印刷』→『7:例外処理記録表示』から確認、印刷できます。



●帳票出力/現金出納日報 110

○現金出納日報

レジ内の現金の出し入れを記録しレシートで出力出来ます。
（毎日の締め処理後に出力して管理してください。）

『11:会員』→『1:日報印刷』→『8:現金出納日報』から日付を指定して出力できます。



●帳票出力/レシートジャーナル印刷 111

○レシートジャーナル印刷

発行した様々なレシートを再度確認・Ａ４出力できます。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『9:レシートジャーナル印刷』から日付を指定して出力できます。
必要に応じてチェックを入れて運用してください。

２、確認の実の場合は、『表示』ボタンから表示のみさせてください。
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○テーブル稼働日報

テーブルの稼働状況をグラフ表示でＡ４出力する事が出来ます。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『10:テーブル稼働日報』から日付を指定して出力できます。
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○出退勤例外処理記録

出退勤の時間を変更する場合、例外処理として、その処理が記録されます。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『14:出退勤例外処理記録』から確認できます。
日付を変更しＥＮＴＥＲキーで確定すれば、それぞれの日付の処理を確認できます。
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○日別分割処理印字

ボトルバックなど指名キャストでバックやポイント分割した伝票を表示します。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『15:日別分割処理印字』から日付を指定して表示できます。

２、レシート番号を選択し印刷ボタンを押すと、処理の詳細をレシート発行します。
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○担当者別ポイント一覧

担当者別にポイント・バックを一覧でレシート出力する事が出来ます。
商品メニュー設定の女子バック設定、左側枠指名ポイント・オーダーバックの数値が集計反映されます。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『11:担当者別ポイント一覧』から日付を指定して印字できます。

２、発行レシート
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○担当者別ポイント明細

担当者別にポイント・バックの詳細をレシート出力する事が出来ます。
商品メニュー設定の女子バック設定、左側枠指名ポイント・オーダーバックの数値が集計反映されます。

１、『11:会員』→『1:日報印刷』→『12:担当者別ポイント明細』から日付を指定して印字できます。
※一括ボタンで、バックのある女子キャスト全員分のレシートが発行されます。

２、発行レシート
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○日別売上月報

集計する期間を指定して、日別の売上一覧表をＡ４サイズで出力できます。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『2:日別売上月報』から日付を指定して印字できます。
※Ｅｘｃｅｌ形式ボタンからCSV出力も出来ます。

２、確認画面
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○区分別商品売上月報

任意に設定した商品区分別の売上を集計し、A４サイズで出力します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『5:区分別商品売上月報』から日付を指定して印字できます。

２、確認画面
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○税金月報月報

課税対象の売上を期間を指定して日別に集計しA4サイズで出力します。
あくまでも課税対象の売上で、納税金額ではありません。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『6:税金月報』から日付を指定して印字できます。

２、確認画面
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○ポイント成績表

各商品メニューに登録した女子バックの数値を女子キャスト別に一覧で集計します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『8:ポイント成績表』 ２、集計結果は、数値の多い順にソートされ、偏差値を
から期間を指定して集計できます。 算出します。
ポイント合計・金額合計などチェックを入れると
それぞれの集計をします。

この４つの項目は、商品メニュー設定にある
『女子バック設定』の４項目です。
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○日別ポイント成績表

各商品メニューに登録した女子バックの数値を女子キャスト別に日別集計します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『9:日別ポイント成績表』から期間を指定して集計できます。
（合計金額は、精算金額が含まれない金額となります。）
ポイント合計・金額合計などチェックを入れるとそれぞれの集計をします。

この４つの項目は、商品メニュー設定にある
『女子バック設定』の４項目です。
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○個別オーダーバック期間集計

女子キャストの売上、ポイント、オーダーバックを期間指定で集計しレシート発行します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『10:個別オーダーバック期間集計』から期間を指定して集計できます。
売上は、分割指定キャストで精算金額を分割しており、税金サービス料は含まれておりません。

２、印刷ボタンからレシート発行できます。
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○個別女子給与集計

女子キャストの時給や控除、オーダーバックを期間指定して個別に集計します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『11:個別女子給与集計』から期間を指定して集計できます。
送迎など控除項目は、諸事金額設定から任意に設定できます。

２、休憩時間枠をダブルクリックすると勤務時間を減算させる事が出来ます。
出戻り、中抜けした女子キャストに使用してください。

※このデータはCSV出力できますので、EXCELなどで開いてご利用ください。
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○女子給与期間集計

女子キャスト別に時給や控除、オーダーバックを期間指定して集計します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『12:女子給与期間集計』から期間を指定して集計できます。
送迎など控除項目は、諸事金額設定から任意に設定できます。

※このデータはCSV出力できますので、EXCELなどで開いてご利用ください。
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○男子給与期間集計

男子スタッフ別に時給計算を期間指定して集計します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『14:男子給与期間集計』から期間を指定して集計できます。

※このデータはCSV出力できますので、EXCELなどで開いてご利用ください。



●帳票出力/個別セット売上集計表 126

○個別セット売上集計表

女子キャストの指名テーブルでのセット数・売上を集計します。
（本指名など分割指定をしている指名で自動分割して集計します。）

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『15:個別セット売上集計表』から期間を指定して集計できます。

※このデータはCSV出力できますので、EXCELなどで開いてご利用ください。
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○売上実績集計表

キャバクラ管理システムＶＥＮＵＳ（ヴィーナス）の集計データにある
『売上実績集計表』より、自店の営業実態を確認する事ができます。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『16:売上実績集計表』から期間を指定して集計できます。

【帳票計算式】
売上 税金サービス料を含む総売上

平均売り/日 総売上÷営業日数（出勤０人を店休日としてカウントしない）

女子出勤平均/日 総（延べ）女子出勤人数÷営業日

出勤合計/月 総（延べ）女子出勤人数

女子売り/人 総売上÷総女子出勤人数

女子売 指名のある会計金額の合計（女子キャスト別売上の総合計）

女子売比率 指名のある売上比率（女子売÷総売上）

客単価 総売上÷総客数

総客数 来店総客数

総組数 来店総組数

組平均 一組の平均人数（総客数÷総組数）

回転率 総客数÷（満席数×営業日数）

満席 席数

フリー客数 客数-Ａ指名客数

フリー比率 フリー客の比率（フリー客数÷総客数）

Ａ指名客数 本指名客数

Ｂ指名客数 場内指名客数

Ｃ客数 指名のない客数（総客数-本指名数-場内指名数）

Ａ指名比率 総客数に対して指名客数の割合（本指名客数÷総客数）

Ｂ指名比率 総客数に対して場内指名客数の割合（場内指名数÷総客数）

Ｃ客数比率 総客数に対して指名のない客数の割合

（総客数-（本指名客数+場内指名客数）÷総客数）

指名達成率 フリー客から指名客への割合（場内指名客数÷フリー客数）

総出勤人数 総（延べ）女子出勤人数÷営業日数

《女子成績比率Ａ》

AAランク 本指名の数が１日平均3本以上ある人数

Ａランク 本指名の数が１日平均2本以上３本未満の人数

Ｂランク 本指名の数が１日平均１本以上２本未満人数

上位比率 AA,A,Bランク上位のトータル比率

Ｃランク 本指名の数が１日平均０本以上１本未満の人数

Ｄランク 本指名の数が１日平均０本の人数

Ｅランク ８日以下の出勤人数

下位比率 C,D,E下位のトータル比率

《女子成績比率Ｂ》

AAランク （場内指名数÷出勤日数）が75％以上の人数

Ａランク （場内指名数÷出勤日数）が50%以上75％未満の人数

Ｂランク （場内指名数÷出勤日数）が30％以上50％未満の人数

上位比率 AA,A,Bランク上位のトータル比率

Ｃランク （場内指名数÷出勤日数）が10％以上30％未満の人数

Ｄランク （場内指名数÷出勤日数）が10%未満の人数

Ｅランク ８日以下の出勤の人数

下位比率 C,D,E下位のトータル比率
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女子キャストの成績『ランク集計表』が出力できます。 『売上実績集計』と合わせてご利用ください。

○女子ランク集計表を確認する
この集計表は、『売上実績集計』データに基づく女子キャストのランキング構成の 詳細データとなります。
実際にどの女子キャストをランキングアップする事が、お店全体の売上UPにつばがるか？を 
判別する為に搭載されている機能です。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『17:女子ランク集計』から期間を指定して集計できます。

※このデータはCSV出力できますので、EXCELなどで開いてご利用ください。

≪計算式≫
【売上】 精算金額合計(2名以上の指名は当分割しています。)

【売単価】 精算金額÷（Ａ指名数+Ｂ指名数orA指名数）

【Ａ指名数】 本指名合計

【Ａ指名平均】 本指名合計÷出勤日数
【Ｂ指名数】 場内指名合計
【Ｂ指名率】 場内指名数÷出勤日数
【セット数】 セット一覧集計のセット数合計
【セット平均】 セット数合計÷出勤日数
【セット売】 セット売上合計
【日売平均】 精算金額合計÷出勤日数
【指名売上】 本指名+場内指名+延長指名など指名関連の売上合計（※割引無視）
【同伴売上】 同伴+同伴ＶＩＰ・・など同伴関連の売上合計（※割引無視）
【同伴数】 同伴関連メニューの合計数
【同伴平均】 同伴合計数÷出勤日数
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○個別給与期間集計

女子キャスト別の給与計算を行います。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『20：個別給与機関集計』２、グレー枠の『***』『その他』は、＋－を手入力できます。
画面を開き集計する期間、女子キャスト名を選択し 枠をクリックして開いた画面に入力してください。
集計ボタンを押します。 マイナス金額は数値を入れてから－キーを入力してください。

３、この集計表に数値を反映させる為には
『12:業務』→『13:設定処理』→『3：商品メニュー設定』画面から
反映させるメニューを設定登録する必要があります。
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○日払いリスト印刷

女子キャストの日払い金額を集計する期間を指定してレシート印刷できます。
『11:会員』→『2:月報印刷』→『18:日払いリスト印刷』から期間指定でレシート出力できます。
当日のみの場合は、同日～同日で指定してください。
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○女子出退勤日報

女子キャストの出退勤時間・勤務時間を日別にレシート発行できます。
『11:会員』→『1:日報印刷』→『17女子出退勤日報』から日付指定でレシート出力できます。
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○過去伝票の再発行及び確認
女子バックの確認や会計金額の確認など過去の精算伝票を再発行・確認する事が出来ます。

１、『12:業務』→『2:レシート再発行処理』画面を開きます。２、レシート番号もしくは、確認する伝票の日付を入力します。

３、確認する伝票を選択し、オーダーのみを確認するなら４、過去の電溶の確認画面
表示ボタンを、会計金額を確認する場合は印刷ボタンを
押してください。

５、再発行伝票
再発行伝票はには、オーダーバックのある
女子キャスト名も印字されます。

※取消した伝票なども含めて確認したい場合は
日報のレシートジャーナル印刷からも確認できます。
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○営業中の現状売上確認
ＶＥＮＵＳでは、精算済の売上と現在来店しているテーブルの精算前の会計金額を含めた売上を確認できます。

１、精算済の売上合計はテーブル表示画面で表示できます。２、精算前を含めての売上合計は
『12:業務』→『3:現状売上確認』画面を開きます。

『フロント販売』テーブルに着かずに販売した物販売上
『レストラン』テーブルに着かずに販売した飲食料

※この機能は、複合でレストランやショップなどと
連結しているお店で使用します。

３、この売上は精算前のテーブルの料金を含んでいます。
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○来店時お客様のキープボトルを表示させる
顧客管理機能の顧客登録情報備考欄は、来店処理時に表示されます。
キープボトルなどの情報を記入する事で来店処理時に表示させる事が出来ます。

１、会員登録画面の備考欄にキープボトル情報を ２、来店処理時に顧客情報を呼び出すと備考欄を含めた
登録します。 情報が表示されます。

○メンバーズカードを発行していれば、カードＮＯの入力で簡単に呼び出す事が出来ます。

○カードリーダーと連動していれば、カードを読み込ませる事で自動で顧客データが表示します。

○カードを使用しない場合は、検索ボタンから名前などで顧客情報を検索します。
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○メインメニューのキーボード操作
■メイン画面下にあるメニューボタンはキーボードのファンクションキー（F1～F2）でも操作できます。
また、それぞれのメニュー画面はキーボードに数字を入力しENTERキーで確定しても開きます。
［12:業務］であれば、12→ENTERでもOK！

■キーボード名称 VENUSで使用する、主なキーの説明です。

１、ESC/エスケープｷｰ
一つ前の画面に戻ることができます。

２、F1～F12ファンクションキー
VENUSのメイン画面下にあるメニューのボタンと同じ番号で開きます。

３、Back_Space/バックスペースキー
入力を間違えて一文字戻る時に使用します。

４、Delete/デリートキー
入力を取り消す時に使用します。

５、NumLock/ナムロックキー
数字が入力できない時に、ナムロックキーを押して確認してください。

６、Shift/シフトキー
７、Ctrl/コントロールキー

◎レシートデータを削除する場合は
Ctrl+Shift+Q
コントロールキーを押しながらシフトキーを押し、Qボタンで削除できます。

◎設定をそのままで、データをクリアする場合は
Ctrl+Shift+C
コントロールキーを押しながらシフトキーを押し、Qボタンで削除できます。
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○テーブル表示について１
キャバクラ管理システムＶＥＮＵＳ（ヴィーナス）には、営業中、今のホールの状態を把握する為に
テーブル表示に様々な機能を搭載しています。

■ＶＥＮＵＳメイン画面
ＶＥＮＳＵを起動させるとテーブル枠一覧が表示されます。

◎アラーム表示

◎稼動数表示

【売上】
現在精算が終わっている売上金額の累計が表示されます。
（稼動中のテーブルを含む売上は『12：業務』→『現状売上確認』画面で確認できます。）

【客数】
現在お店にいるお客様の人数が表示されます。

【組数】
現在お店で使用しているテーブル数が表示されます。

【女子】
現在出勤している女子キャスト人数です。

【差】
現在お店にいるお客様の人数から、出勤している女子キャストの人数を引いた数値が表示されます。

【回転率】
来店した客数の累計÷お客様が座れる席数（席数はシステム制御項目設定にて設定する）
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○テーブル表示について2

■テーブル色分け表示
ホールにいるお客様で、フリー客のみを探す機能として搭載しました。
グリーン表示になっていないテーブルは全てフリー客のいるテーブルとなります。
指名を取るためのホール管理にお役立て下さい。

濃い青色：フリー客のみのテーブルで延長していないテーブル 
青色：フリー客のみのテーブルで延長しているテーブル
オレンジ色：指名は入っているが全員指名でないテーブルで延長していない。
黄色：指名は入っているが全員指名でないテーブルで延長している。
濃いグリーン色：お客様全員に指名が入っているテーブルで延長していない 
薄いグリーン色：お客様全員に指名が入っているテーブルで延長している 
オリーブ色：稼動していないテーブルで、任意に目印をつけて使用する。
 精算直後は、まだお客様が席にいるので、精算が終わった事を示すように 
自動的にこの表示に切り替わります。

■テーブル個別表示
それぞれのテーブルには、二つの枠があり、上の枠には、指名キャスト名
下の枠は、スペースキーを押すことで表示内容が下の画像の通り一斉に切り替わります。

◎お客様の氏名 ◎現在の売上金額 ◎来店時間

◎退店時間 ◎会員NO

■指名キャスト名は、時間枠の右枠に表示されます。



●その他/レシートプリンターの接続配線（TM-T８８Ⅴ） 138

○EPSON製TM-T88Ⅴ（USB接続）のレシートプリンターの接続配線

■レシートプリンターの接続配線図のなります。
キャッシュドロワーの配線を刺す口が解りにくいので図を用意しました。
レシートプリンターは、機種や接続ポートのタイプによって異なります。



●その他/バックアップデータの復旧方法 139

○保存したバックアップデータを復旧させる方法

パソコンが壊れてしまい新たなＰＣにＶＥＮＵＳをセットアップしデータを復旧させる方法です。

◎『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定(端末固有の設定)』の
データリストアボタンを押してください。
復旧させるバックアップデータを選択し『リストア開始』ボタンを押します。

ＶＥＮＵＳが自動的に終了しますので、再度起動すれば復旧完了です。

※リストア開始画面にデータが表示されない場合は、先にバックアップ設定を行い
バックアップデータのある外部メディアに保存してから行ってください。



●日常の業務/指名キャスト名を変更する 140

○指名キャスト名を変更する場合は、『指名取消し→再入力』する必要があります。
指名キャストを取消する場合、通常のオーダー処理と同じ方法で処理できますが、誤ったキャスト名でバックのある

オーダーが入力されていないか？も確認し、必要に応じてオーダーも入力し直してください。
分割オーダーが入力されている場合、先に分割指定されたメニューを取消す必要があります。
誤ったキャスト名で分割バックが入力されている為、先に取消しをする仕様になっております。

２、指名オーダーを取消そうとすると・・
指名を取り消しするテーブルをクリックし・・

３、警告画面が表示され指名を取消す事ができません。※個別にバックのある商品メニューはキャスト名が
先に、ボトルなど分割対象メニューを取消してから 表示されます。
指名オーダーを入れ直して下さい。
（取消した分割対象オーダーも再入力する必要があります。）

１、分割指定オーダーが入力されている場合



●その他/設定を残してデータのみクリアする 141

○データクリア方法
初期導入時、操作練習で売上を計上してしまった時など、データをクリアにしたい時があると思います。
導入時に伝えられたクリア用パスワードでデータをクリアできます。

１、テーブル表示画面でキーボードのＣｔｒｌ+Ｓｈｉｆｔ+Ｃを押してパスワードを入力して下さい。

２、表示画面を確認して『はい』ボタンでクリアを開始します。
この時、データをバックアップし自動で終了します。

（再起動時にはデータがクリアされています。）



●その他/印刷データのクリア 142

○レシート印刷データクリア方法
プリンターの電源を切ったまま操作したり、精算画面を開いた状態でスペースキーの上に物を置いたりすると
レシートプリンターに溜まったデータが一斉に吐き出されレシートが出っ放しの状態になる事があります。
その場合レシートプリンターに蓄積したデータをクリアできます。

１、テーブル表示画面でキーボードのＣｔｒｌ+Ｓｈｉｆｔ+Ｑを押してパスワードを入力して下さい。

２、確認画面が開きますので『はい』ボタンを押してクリア完了です。



●その他/売上シミュレーション機能 143

○売上シミュレーション機能
売上シミュレーション機能の説明

１、『12:業務』→『売上シミュレーション』画面を開きます。 ２、日報・月報を選択し集計する期間を指定します。
（集計ボタンで売上が表示されます。）

※客単価がもし、もう1000円安かったら・・・
女子売上平均が、もう1000円高かったら・・・
売上はどうなったか？という使い方です。

３、客数など実績が表示されますので、その数値を参考に
右枠に数値を入れ実行ボタンを押すと総売上が再計算されます。
（クレジット売上は、参考までの売上です。）



●その他/ボトルバックを指名キャストで分割させる処理 144

○オーダーバックの分割処理

複数の指名が入っているテーブルでボトルバックを指名キャストで分割する事が出来ます。

１、指名（分割指定をしたオーダー）が複数あるテーブルで、分割対象としたオーダーを入力すると
オーダーバックの分割確認画面が開きます。
商品メニュー設定の女子バック設定で登録した数値を自動で当分割されます。
内容を確認して問題がなければ、そのまま閉じで入力して下さい。

※数値は手入力で変更する事も出来ます。
ポイントやバック金額を操作する場合は、手入力で変更してから画面を閉じで下さい。

２、オーダーバック金額などをその都度変更する場合や

指名（分割指定をしたオーダー）が複数ない場合でも内容を確認する場合は
『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面にある
対象が一人でもオーダーバック分割画面を表示させるにチェックを入れます。



●その他/ボトルバックを指名キャストで分割させる設定 145

○オーダーバックの分割設定

複数の指名が入っているテーブルでボトルバックを指名キャストで分割する事が出来ます。

１、分割をする対象メニュー（本指名・場内指名など）を登録する。
『12:業務』→『3:商品メニュー設定』画面から分割をする側のメニュー（本指名・場内指名など）を選択し
『オーダー料金分割指定』にチェックを入れて登録します。

２、分割される側の商品メニュー（ボトルなど）を選択し

『オーダー料金分割対象商品』にチェックを入れて登録します。

※上記設定の場合は、複数キャストの本指名が入っているテーブルでヘネシーＸＯのオーダーが入ると
女子バック設定に登録した金額やポイントが当分割されます。

（オーダー入力時に分割確認画面で数値は変更できます。）



●その他/キャストによってバック金額が違う場合の設定 146

○バック金額やポイントがキャストによって違う場合の設定方法

女子キャスト区分けしてバック金額やポイントを集計する事ができます。

１、女子区分を設定します。 ２、『12:業務』→『13:設定処理』→『3：商品メニュー設定』

『12:業務』→『13:設定処理』→『10：各種区分設定』 から、各メニューの女子バック設定にそれぞれの数値を

『8:女子区分設定』からキャストの区分を設定します。登録します。

※ボトルバックなどオーダーを分割している場合は
区分に関係なく区分ＮＯ-00の区分に設定したバックを
デフォルトで表示しますので、必要に応じて
任意の数値に入れ直して運用してください。

３、『12:業務』→『13:設定処理』→『17：コンパニオン設定』
から、キャスト別に女子区分を設定します。



●その他/指名キャストを間違えたまま精算してしまったら・・ 147

○精算処理後に指名キャスト名を変える方法

１、『12:業務』→『16:指名キャスト訂正処理』 ２、修正する伝票を選択します。

画面を開きます。

３、修正するオーダーを選択しダブルクリック ４、訂正するキャスト名を選択します。
もしくは『訂正』ボタンを押します。

５、確認画面が開きますので、問題がなければ『はい』
ボタンを押して処理終了です。



●その他/案内所からの売上を集計する（設定方法） 148

○案内所からの紹介を受けたお客様の売上を集計する事が出来ます。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『10:各種区分設定』　２、追加ボタンを押して、上枠に案内所名を入力し

→『9:案内所設定』画面を開き案内所名を登録します。登録ボタンを押して、登録完了です。

３、『12:業務』→『13:設定処理』→ ４、『12:業務』→『13:設定処理』→『3:商品メニュー設定』
『13:システム制御項目設定』画面を開き 画面から本指名を選択し『案内所集計に反映させる』に
『案内所集計機能を使う』にチェックを入れて登録します。チェックを入れ登録します。

※案内所から紹介して頂いたお客様の中には、指名客がいる場合があり
案内所からの紹介客で指名客をカウントしています。



●その他/案内所からの売上を集計する（処理方法） 149

○案内所からの紹介を受けたお客様の売上を集計する事が出来ます。

１、案内所集計の設定をすると、精算画面にて
案内所を選択する事が出来ますので、任意の
案内所を選択してください。

２、帳票は『11:会員』→『2:月報印刷』→
『21:案内所売上集計』からレシート出力できます。



●その他/現金でのお会計時に自動割引をする。 150

○現金でのお会計時のみ自動で割引させて、クレジットカードでのお会計は割引を無くす事が出来ます。

３、『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面を開き
自動現金割引の枠に数値を入力し登録ボタンを押します。

【例】
現金のお客様は、サービス料10％で、クレジットカードのお客様は、サービス料15％とする場合
サービス料15％　自動現金割引5％と設定します。

※精算金額は、『お会計金額』+『サービス料』+『消費税』
と、計算されます。
お会計金額に×1.15などと計算している場合は、
単位の切り捨て、切り上げなどの関係で
若干の誤差が出ますのでご了承ください。



●その他/クレジット精算を誤って現金で精算してしまった時の修正 151

○クレジットカードでのお会計時に誤って現金精算処理をしてしまった時に後で修正できます。

（現金をクレジットで精算してしまった場合も修正できます。）

１、『12:業務』→『２:レシート再発行処理』画面を開き　２、クレジットボタンを押します。

修正する伝票を選択し『表示』ボタンを押します。

※クレジット精算を現金精算にする場合は、金額を
０円で登録し直してください。

３、クレジットカードの種別を選択し、金額を入力し
入力ボタンを押します。『修正』ボタンで処理終了です。



●その他/入出金処理を取消する。 152

○レジ内現金の入出金処理の取り消しが出来ます。

入出金処理を誤ると、月間の入出金金額累計がそのまま課金されてしまいます。
この処理は、必ず締め処理をする前に行ってください。
締め処理をした後や翌日になると訂正できなくなります！

１、『12:業務』→『10:現金出納訂正処理』画面を開き
取消す処理を選択し、取消ボタンを押します。



●その他/領収書を割り勘で連続発行する 153

○領収書を割り勘で連続発行する事が出来ます。

領収書を割り勘で発行したり、精算金額の一部だけを領収書発行する事が出来ます。

１、『12:業務』→『2:レシート再発行処理』画面を開き
領収書を発行する伝票を選択し『領収証』ボタンを押します。

２、割り勘発行人数を入力して『印刷』ボタンを押すと連続発行します。
割り切れない端数は、最後の領収書に課金されます。

※精算金額の一部のみ領収書を発行する場合は、金額を入力して発行させます。
（精算金額を上回る金額での発行は出来ない仕様になっております。）



●その他/手入力した女子バックやポイントを修正する 154

○女子バックやポイントの修正処理

手入力した女子バックやポイントを誤って入力してしまった場合、後日修正する事が出来ます。
（※オーダー入力時手入力で登録したポイント・バックのみ修正できます。）

１、『12:業務』→『2:レシート再発行処理』画面を開き
日付をしてして『バック修正』ボタンを押します。

２、ポイント・バックを修正するメニューを選択し、右枠の数値を変更して
『登録』ボタンを押します。

※この処理は例外処理記録に記録されます。



●その他/分割オーダーの女子バックやポイントを確認する 155

○分割オーダーの女子バックやポイントを確認する

ボトルメニューなど複数の指名キャストでポイントやバックを分割する際
オーダー入力画面で分割メニューを右クリックすると指名キャストやポイント・バック数を確認できます。



●精算済をテーブルに表示させる。 156

○精算終了後、テーブルに精算済表示をさせる事が出来ます。

１、精算済画面
時間表示は来店時間から計算し、残り時間・過剰時間を
表示します。

４、テーブルを片付けて、セットし終わったら
テーブルを選択し、『待機終了』ボタンで来店待ちにします。

２、お客様が退席したら、テーブルを選択して
退席処理をします。

５、【設定】は『12:業務』→『13:設定処理』→
『13:システム制御項目設定』画面を開き
『精算後の退席待ち状態を使用する』にチェックを
入れて登録ボタンを押します。

３、退席処理をすると待機画面に切り替わります。



●テーブルに同伴表示をさせる。 157

○女子キャストの同伴テーブルに『同伴』表示をさせる事が出来ます。

１、同伴表示ｊ画面
女子キャストが同伴したテーブルに同伴表示します。

２、【設定】は『12:業務』→『13:設定処理』→
『3:商品メニュー設定』画面を開き【同伴】メニューを選択し
≪給与集計先≫を同伴にし、登録する事で表示されます。



●テーブル経過時間の色分け表示機能 158

○テーブルの経過時間を段階別に色分け表示させる事が出来ます。

１、経過時間別に、時間表示の背景色が自動で切り替わります。

２、【設定】は『12:業務』→『13:設定処理』→
『13:システム制御項目設定』画面を開き【退室警告時間】の横にある≪詳細≫ボタンから設定できます。
色枠をクリックすると任意の色を選択できます。



●指名キャスト別にテーブルの状況を確認する。 159

○指名キャスト別にテーブル状況を確認できます。

１、画面右下にある『稼働』ボタンを押します。（出勤人数の多いお店は開くまで数秒かかります。）

２、同伴・本指名などの下にある枠は、右枠が累計・左枠が滞在している客数になります。
≪キャスト名の背景色≫

指名が３本以上重なっているキャスト
指名が２本以上重なっているキャスト
指名が１本あるキャスト

※退席時間前の警告テーブルがあるキャストは、名前が点滅します。

３、キャスト名の横にある「Ｔ」ボタンを押すと、指名が重なっているテーブルの稼働状況をグラク表示します。



●稼働機能の設定処理 160

○稼働機能にデータを反映させる為には設定が必要になります。

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『3:商品メニュー設定』画面を開きます。
画面左側にある指名などのメニューを選択し、右下の給与集計先にそれぞれ指定してください。
指定した項目別に稼働データへ反映されます。



●全テーブルの自動課金を一斉に停止する 161

○閉店前など精算処理が重なる時は、全テーブルの自動課金を一斉に停止させる事ができます。

１、『4:確認』ボタンを押します。

２、『確認』ボタンを押します。

３、選択するテーブルＮＯに『９９９９』と入力しEnterキーで一斉課金停止します。



●女子キャストへ成績データを個別配信する。 162

○女子キャストの成績データをキャスト別にメール配信する事ができます。

□配信される成績データ

11/1～11/6 累計
出勤日数 1日 　　※配信されるデータは、商品メニューの女子バック設定で

勤務時間 5:30 　　指名ポイント・オーダーバック枠に設定した数値の集計になります。

   POINT  チャージ 　　※データ配信は、VENUS締め処理時に一斉配信されます。

--------------------
本指名A 　　※手動で配信する場合は、コンパニオン設定から個別に配信できます。
    1.50    \1,500
本指名延長
    0.50    \1,000
場内指名

    0.00        \0
場内指名延長
    0.00        \0
同伴
    0.00        \0
カクテル各種
    0.20      \600
--------------------
合計
    2.20    \3,100
精算金額   \19,400



●女子キャストへ成績データを個別配信する。（設定） 163

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『13：システム制御項目設定』画面を開き
女子成績メールを配信するにチェックを入れ、累計集計の締め日を選択して登録します。
（女子売上を送信する場合は、チェックを入れます。）

２、『12:業務』→『13:設定処理』→『17：コンパニオン設定』画面を開き
女子キャストベルに受信アドレスを登録します。個別送信ボタンで現在の成績を送信できます。
（成績メールを送信するにチェックを入れてください。）

メールが受信できない場合は受信するメールアドレスに着信拒否設定がされていないかご確認下さい。
VENUSからのメールは、パソコンからのメール配信扱いになります。

※女子キャスト成績メールを配信する場合は専用メールアドレスを用意してVENUSに設定する必要があります。



●月間ポイント比較グラフ 164

女子キャスト別に月間の成績をグラフ表示できます。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『22：月間ポイント比較グラフ』画面を開き年度を設定し集計します。
（商品メニュー設定の女子バック設定４項目が、下のチェックで切り替わります。）
※指名本数、同伴回数は、商品メニュ設定の『給与集計先』に指定した数値のみ集計されます。

〇商品メニュー設定画面



●月間女子出勤リスト 165

○日々の女子キャスト出勤一覧を個別に売上とランクの比較表示します。

１、『11:会員』→『2:月報印刷』→『23：月間月間女子』画面を開き年・月を設定し集計します。
（ランク表示は、前月の結果を表示します。）



●複数のサービス料を運用する 166

○任意に設定した複数のサービス料を設定し運用できます。

１、精算画面から『サービス料』ボタンを押すと予め設定したサポービス料の％を選択できます。
（※消費税にサービス料を掛ける事はできません。）
（※通常営業時は設定１に設定したサービス料がデフォルトで自動計算されます。）



●複数のサービス料を設定する 167

○複数のサービス料の設定方法

１、『12:業務』→『13:設定処理』→『13:システム制御項目設定』画面を開き
サービス料の設定１～順に％の数値を入力し登録ボタンを押します。
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○テーブル別に運用管理上のメモ書きを登録できます。

１、メモを登録するテーブルを選択し『メモを書く』 ２、任意のメモを登録します。

ボタンを押します。

３、メモが登録されたテーブルにはアイコンが ４、メモを読む場合は、テーブルを選択し
表示されます。 『メモを読む』ボタンで画面が開きます。

※メモを書き直す、又は消す場合は、通常のワーブロ操作かクリアボタンから出来ます。
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バックアップは必ず取りましょう！

キャバクラ管理システムＶＥＮＵＳには、データのバックアップ機能が搭載されています。
大切な顧客データや女子給データをパソコン本体以外の場所に保存する事で
万が一パソコンが壊れてしまってもデータを復旧させる事ができます。
必ずバックアップ設定は行うようにしましょう！

バックアップデータはＶＥＮＵＳ終了時に取るし使用になっています。
ＶＥＮＵＳ終了時に下記のエラーが出る場合、バックアップ先のＵＳＢメモリーやＨＤが壊れているか
パソコン側の接続ポートが壊れている可能性があります。

そのままエラーを無視して運用する事もできますが、バックアップが取れていない状態のまま
運用する事になりますので、必ずバックアップが取れる状態に復旧させて下さい。

『パソコンが壊れ、バックアップデータもない』
という事になりますと女子給の支払いが出来なくなってしまいます。
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精算取消処理時の注意事項

ＶＥＮＵＳでは、一度精算処理をしたテーブルを復活させ、継続させる事ができます。
 お客様に一度『お会計して！』と言われ、精算処理をした後に
『やっぱりまだ居る！』と言われた時の機能です。

この機能には、制限があり一度精算処理をしたテーブルに新しく来店処理をすると
前のお客様の精算を取消す事はできません。
一度精算処理をしてお帰りになったお客様の伝票を復活させ、来店自体を取消してしまい
来店していなかった 事にして、代金を着服する事ができるので、この行為を防ぐためです。

また各種取消し処理は、『例外処理記録』としてＶＥＮＵＳに記録され続けています。
特に指名のないテーブルに限り取消し処理をされている場合は、ご注意ください。 
定期的に不正発覚のご連絡をいただきますので、定期的に処理記録を確認する事をお勧めします。

11:会員1:日報→7:例外処理記録表示から確認できます。
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延長処理時の注意事項

ＶＥＮＵＳは、時間経過に合わせセット料金が自動課金される機能が搭載されています。 
セット料金をオーダーとして手入力する事も可能ですが
その場合テーブル時間にルーズになってしまったり 入力をし忘れてしまったりする事があるので
ほとんどのお店がこの機能を使っています。

この機能は、経過時間に合わせて課金されるため、延長処理を行っても時間が来なければ
セット料金は課金されません。 従って、お客様に延長の了承を居頂き、延長処理を行っても
セット料金は２セット目の時間が来た時点で課金 される仕様になっています。

延長指名など延長時の自動追加オーダーを設定している場合
『あれ？延長指名は追加されたのにセット料金が追加されない？』 と
思ってしまう場合があるかと思います。
その場合は、来店からの経過時間を精算画面ご確認してください。

また、『セット一覧』ボタンから延長処理が行われているか？を確認できます。

TOPのテーブル表示画面でＥＮＴＥＲキーを押すとテーブル稼動表が表示されここでも確認できます。
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セット料金変更時の注意事項

日々の営業の経過の中で、セット料金を変更して営業する場合もあるかと思います。
ＶＥＮＵＳの料金設定を変更する事で、営業の方は問題なくこなせますが
女子給の成績データが、一部同時に変更されてしまいますので
セット料金の変更時は、事前に女子給に関わるデータをすべて出力してから行ってください。

『セット料金設定画面』

誤って、出力しないでセット料金を変更してしまった場合は
バックアップでデータを復旧させる事ができます。 
この作業をする場合も、現在のデータをバックアップしてから行ってください。
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オーダー登録時の注意事項

フードやドリンクなどのメニューを追加する場合
できる限り 商品コード番号を商品区分別に合わせて登録しましょう。
空いている番号に何処にでも登録できますが、どこに何のメニューがあるかが分らなくなってしまう為
メニューを重複して登録してしまう事があります。 

女子バックのあるメニューを重複させてしまうと、会計処理をしていない方のメニューで確認し
 『会計しているのにバックに反映されていない！』と勘違いしてしまう事があります。

商品コードは、商品メニュー設定画面の左側に表示している数値です。
システム納品時に当社で登録を行っている場合は、商品区分別にある程度番号を振り分けています。
（フードは200番～299番の間、ボトルは300番～399番の間など・・）

【商品メニューの登録時時】
例えば、ボトルメニューを追加したい場合、適当なボトルメニューにカーソルを合わせた状態で
追加ボタンを押すと、300番代で一番近い空き番号が自動で選択されますので
空き番号を探す必要はありません。
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締め処理時の注意事項

食材の購入、ヘアメイク費用などレジ内の現金を出金、入金した時の処理は
取消しする事ができない仕様になっています。 
不正処理防止の為にあえて修正できない仕様にしてあります。 
誤って処理をしてしまった場合は、『調整分』などの項目で同額の入金処理をして調整してください。

【出金処理画面】

【締め処理画面】

出金処理をすると〆処理画面では、レジから出金したのでマイナス金額として表示されます。 
また、『精算』ボタンで〆処理を完了しないと翌日へ繰越金額として引き継がれてゆきます。
 『精算』ボタンはデータを固定させる役目もありますので、必ず営業終了後に行ってください。
 営業中に行うと集計データがおかしくなりますので注意してください。
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追加来店、途中退席処理時の注意

キャバクラ管理システムＶＥＮＵＳでは、現状の会計金額を精算前にレシートで発行できます。
 精算画面を開き、スペースキーを押すと会計伝票として出力されます。 
スペースキーを押した回数だで何枚も出力できる為、キーボードの上にモノを置かないようにしましょう。

精算画面を開いた状態で、スペースキーの上にモノを置くと
スペースキーを連打している状態になり 永遠に会計伝票が出力され続けてしまいます。
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