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このたびはキャバクラ総合管理システム「Ｖｅｎｕｓ」をご導入いただきまして、誠に
ありがとうございました。
本マニュアルは、フロント端末の通常操作、また各種設定について解説いたしております。
業務中はフロント端末の近くに本マニュアルを保存いただき、ご参照下さい。

1.電源のON/OFF 8.待機 -22-

　メインメニューへ戻る 10.予約 ①予約する -23-

2.釣銭を入金する -2- ②取消する -24-

3.出勤処理 -3- ③入室する -25-

4.来店する ①通常 -4- ④一覧を表示する -26-

〃 ②会員を検索する -5-

〃 ③変更する -6- 11.テーブル状況を見る -27-

〃 ④取消する -7- 12.レシートを再発行する ①再発行 -28-

〃 ⑤待ち時間 -8- ②訂正 -29-

5.オーダー ①入力する -9- 13.商品を販売をする ①物販 -30-

〃 ②取消する -10- ②レストラン -31-

6.確認する ①警告する -11- 14.現状売上を確認する -32-

②課金を停止する -12- 15.例外処理記録を表示する -33-

7.延長（短縮）する -13- 16.入金する -34-

8.精算する ①通常 -14- 17.出金する -35-

②割引券 -15- 18.最終締め出金処理をする

③売掛金 -16- 　　　　　　　　　　（点検とレジ締め）

④割引（金額入力） -17- 19.現金出納日報を印刷する -37-

⑤クレジット -18-

⑥前受金 -19-

⑦ポイント割引 -20-

⑧取消する -21-

1.日報印刷 2.月報印刷

　　　①売上総括日報（レシート） -38- 　　　①テーブル別売上月報 -44-
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　　　⑥商品売上日報（帳票） -43- 　　　⑥税金月報 -49-

3.帳票時間帯設定 -50-

1.会員登録をする -51- 4.会員の検索をする -54-

2.カードを発行する -52- 5.会員の抽出をする（DM発行） -55-

3.登録変更・削除 -53- 6.会員リストを印刷する -56-
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■ 電源のON

■ 電源のOFF

1. 2.

3.

!　ＰＣの電源を切らずVenusだけを終了させたい場合は
　「一時的に業務を中断する」を選択→Ｗｉｎｄｏｗ画面に戻ります
!　終了しないでﾌﾛﾝﾄ業務を続ける場合は「続行」を選択

4.

■

　日常の業務　1.電源のON/OFF　メインメニューへ戻る

先に金銭表示機、レシートプリンター、カードリーダーの電源を入れます。
次にパソコンの電源を入れて、Ｗｉｎｄｏｗｓ起動後「venus」を立ち上げてください。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

次に[20.業務終了]のボタンをクリックします。

確認の画面が表示されるので「営業を終了し電
源を切る」を選択して[終了]のボタンをクリックし
ます

レシートプリンター、カードリーダ、金銭表示機の電源を切ります。

作業の途中でメインメニューへ戻るには？
キーボードの[Esc]を押すとメインメニューへ戻ることが出来ます。
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1. 2.

3. 4.

5.

■ ﾚｼｰﾄが発行されます。
！ドロワーを閉めます。

（金額は右側の欄に、合計金額は下の欄に自動
的に表示されます）

全額入力し終わったら[入金]のボタンをクリックし
ます。

　日常の業務　2.釣り銭を入金する

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

釣り銭入金の画面が表示されます。 左側の欄に金種毎に枚数を入力します。

業務メニューが表示されるので[8.釣り銭入金処
理]のボタンをクリックします。！ドロワーが開きま
す。
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1. 2.

3.

　日常の業務　3.女子キャスト出勤を入力する。

Ｆ１もしくは［出勤］ボタンをクリックします。 予め登録してある女子キャスト名が表示されるの
で、出勤している女子キャスト名にチェックをいれ
登録ボタンを押します。

チェックを入れた女子キャストのみオーダー入力
時に選択する事ができます。

※来店処理前には必ず出勤処理をしているか確
認して下さい。
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1. 2.

3. 4.

＊ 女子キャスト選択画面です。

　日常の業務　4.入室する ①通常

着席するテーブル番号の画面をタッチ（クリック）
し、開いた小窓の「来店」を選択します。

会員の場合、カードリーダにカードを挿入します。
会員以外の場合はキーボードの[Enter]を押して
下さい。

会員の情報が表示されます。人数、滞在時間、
テーブル番号を入力し、[来店]のボタンをクリック
します。会員でない場合は人数、滞在時間、テー
ブル番号のみ入力し[来店]のボタンをクリックし
ます。

指名のある場合は指名の種類を選択し、女子
キャスト名を入力します。もう一度［入力］ボタンを
押すと画面が切り替わります。出勤確認をしてい
ないキャスト名は表示されません。
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1. 2.

3. 4.

―会員がカードを忘れてしまった、カードを紛失してしまった場合―

　日常の業務　4.来店する ②会員を検索をする

メインメニューで[2.来店]のボタンをクリック、また
は2と入力しキーボードの[Enter]を押して、「来店
画面」を表示し[検索]のボタンをクリックします。

検索画面が表示されるので、フリガナを入力し[フ
リガナで検索]のボタンをクリックします。（電話番
号でも検索できます。この場合は番号の間に-を
入れてください。例：0263-24-0062）

該当者が表示されるので正しければ[決定]のボ
タンをクリックします。

あとは通常通り来店処理を行います。
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1. 2.

＊

＊

＊

＊ ＊ 会員を変更する場合は、変更後の会員番号を入
力し、キーボードの[Enter]を押します。

料金ランクを変更する場合は、変更後の料金ラ
ンクをプルダウンメニューから選択し[変更]のボ
タンをクリックします。

１名の来店後の人数、来店時間、会員、ﾃｰﾌﾞﾙ、料金ランクの変更をおこないます―

来店時刻を変更する場合は、変更後の入室時刻
を入力し、キーボードの[Enter]を押します。

　日常の業務　4.来店する ③変更する

変更したいテーブル番号の画面をタッチ（クリッ
ク）します。

変更画面が表示されるので、変更項目をタッチし
ます。

テーブル変更の場合は、変更先の部屋番号をク
リックします。確認画面が現れたら「はい」を選
択

人数を変更する場合は、変更後の人数を入力し
キーボードの[Enter]を押します。

※各テーブルは時間により料金を自動加算
しております。人数やテーブルを変更した再
には十分注意をして下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 入室が取消されます。
！取消レシートが発行されます。

―入室の取消をおこないます―

　日常の業務　4.入室する ④取消する

取消したいテーブルをタッチ（クリック）します。 画面が表示されるので、[来店取消]のボタンを
タッチ（クリック）します。

[来店取消]のボタンをクリックします。 確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをタッチして下さい。
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1. 2.

3.

　日常の業務　4.入室する ⑤待ち時間

メインメニューで[2.来店]のボタンをタッチ、または
2と入力しキーボードの[Enter]を押します。

テーブルの待ち時間が短い順に表示されます。

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。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.同じ商品で複数のオーダーがある場合は、オー
ダーの数だけ商品名をタッチしてから、[入力]の
ボタンをタッチして下さい。

　日常の業務　5.オーダー ①入力する

飲食する部屋番号をタッチ（クリック）します。 「オーダー入力」をタッチ（クリック）します。

商品区分の欄から、メニューの含まれている区分
をタッチ（クリック）します。

オーダーの入った商品名をタッチしてから、[入
力]のボタンをタッチします。（左下の欄に選択し
た商品が表示され、最上段には既にオーダーさ
れているものが表示されます）

指名料などオーダーバック設定がしてある商品
に関して複数入力しようとすると警告画面が出ま
す。実際に入力できますが、女子バックには反映
されません。
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1. 2.

3. 4.

！ プリンターにオーダー取消のレシートが出力され
ます。

　日常の業務　5.オーダー ②取消する

オーダー取消する部屋番号をタッチ（クリック）し
ます。

「オーダー入力」をタッチ（クリック）します。

「今までのオーダー」の欄から取消したい商品を
クリックし、[削除]のボタンをクリックします。

取消したい商品が、追加するオーダーの欄に表
示されます。（複数取消したい場合は、続いて左
記3.の操作をおこなって下さい）最後に[入力]の
ボタンをタッチします。
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利用時間を最初に入力した場合、残り時間が10分（任意に時間設定可能）を切ると残り時間の
表示が黄色になります。都度テーブルに残り時間10分前の連絡をしてください。

1. 2.

4.

3.

　日常の業務　6.退席の確認をする ①警告する

退席予定時間10分前になると、時間表示部が黄
色の警告色に変わるので、部屋番号をタッチしま
す

[警告確認]のボタンをタッチ（クリック）します。

残り時間の表示が青色になり、警告音が止まり
ます。（課金は続行しています）

警告確認を解除する場合は、同じ操作をもう一度
繰り返します。※この機能は同じテーブルに何度
も時間警告をしない為に確認する為の機能で
す。
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1. 2.

3. 4.

5. 課金停止を解除する場合は、同じ操作をもう一度
行います。

　日常の業務　6.確認する ②課金を停止する

メインメニューで[4.確認]のボタンをクリック、また
は4と入力しキーボードの[Enter]を押します。

[確認]のボタンをクリックします。

課金を停止したいルーム番号を入力し、キー
ボードの[Enter]を押します。

課金が停止され、課金停止中のアイコンが表示
されます。

チェックを済ませ精算待ちをしている場合などの課金を停止します。
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1. 2.

3. 4. 延長され明るい青色に画面が変わります。

＊ 短縮する場合も同様に短縮する時間を入力し[短
縮]のボタンをクリックして、[実行]のボタンをク
リックします。

　日常の業務　7.延長（短縮）する

メインメニューで[3.延長]のボタンをクリック、また
は3と入力しキーボードの[Enter]を押します。

延長したいテーブルの番号を入力し、キーボード
の[Enter]を押します。

延長する時間を分単位で入力し[実行]のボタンを
クリックします。短縮の場合は［－短縮］を選択し
ます
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

　日常の業務　8.精算する ①通常

清算したい部屋番号をタッチ（クリック）するか、メ
インメニューで[5.精算]のボタンをクリックします。

精算を押します。

精算処理の画面が表示されるので、まずカード
リーダにカードを入れます（会員の場合）。

お客様にお預かりした金額を入力し、Enter又は
[精算]のボタンをタッチします。

レジが開き、レシートが出力され、カードはポイン
トが加算されて出てきます。おつりがある場合は
おつりを渡してください。

領収書が必要な場合は[領収書]のボタンをタッチ
します。精算が終了したらEnter又は[閉じる]のボ
タンをタッチして下さい。

会員のお客様がカードを忘れた場合
カードを入れずに通常通り精算処理をおこないます。[精算]のボタンをク
リックした後（上記4.）「カードを入れて下さい」というメッセージが表示される
ので[キャンセル]のボタンをクリックして下さい。ポイントは次回来店時、
カードリーダにカードを通した時に加算されます。
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1. 2.

3. 4.

＊ 割引券の使用を取消す場合
もう一度上記1.～3.をおこないます。上記3.で使
用した割引券を選択して枚数を０枚にして[入力]
のボタンをタッチして下さい。

　日常の業務　8.精算する ②割引券

割引券のボタンをタッチします。 割引券入力の画面が表示されます。

ボタンまたはプルダウンメニューから割引券種別
を選択し、枚数を入力して[入力]のボタンをタッチ
します。

割引券が適用されました。あとは通常通り精算処
理をおこなって下さい。
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1. 2.

3. ＊
[売掛解除]のボタンをクリックして下さい。

　日常の業務　8.精算する ③売掛金

[売掛金]のボタンをクリックします。 確認のメッセージが表示されるので、[はい]のボ
タンをクリックします。

売掛金として精算されました。 売掛を解除する場合
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1. 2.

＊

＊

3.

　日常の業務　8.精算する ④金券

[金券]のボタンをタッチします。 金券入力画面が表示されるので使用する金券を
選択し枚数入力してキーボードの[Enter]を押しま
す。

金券が適用されました。あとは通常通り精算処理
をおこなって下さい。

金券を取消す場合：もう一度[金券]のボタン
をタッチし、割引きと同じように０枚で入力し
ます。

この機能は前売りチケットのような前売り券
と、割引券とを別管理する場合に使用しま
す。
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注：CATは連動しません。

1. 2.

3. 4.

＊ クレジットを取消す場合
もう一度クレジットのボタンをタッチし（上記1.）クレ
ジット支払額入力画面を表示させ金額を０にして
[入力]のボタンをクリックします。

　日常の業務　8.精算する ⑤クレジット

[クレジット]のボタンをタッチします。 クレジット支払額入力画面が表示されます。

ボタンまたはプルダウンメニューからカード種別
を選択し、金額を入力（全額の場合は[全額]のボ
タンをクリック）して、[入力]のボタンをタッチしま
す。

クレジットが適用されました。あとは通常通り精算
処理をおこなって下さい。

※クレジット手数料をサービス料として加算率を
設定できます。
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1. 2.

3. 4.

＊

＊ 前受金を取消す場合
もう一度[前受金]のボタンをタッチし（上記1.）前
受金入力画面を表示させ、前受金額を０にして
キーボードの[Enter]を押します。

　日常の業務　8.精算する ⑥前受金

[前受金]のボタンをタッチします。 前受金入力画面が表示されます。

前受金額を入力し、キーボードの[Enter}を押しま
す。

前受金が適用されました。あとは通常通り、オー
ダー入力もしくは精算処理をおこなって下さい。

この機能は内金を頂いているお客様の精算に使
用します。

-19-



1. 2.

3. 4.

＊ ポイント割引を取消す場合
もう一度[ポイント]のボタンをタッチ（上記1.）ポイ
ント割引画面を表示させ、使用ポイント数を０にし
て[入力]のボタンをクリックします。

　日常の業務　8.精算する ⑦ポイント割引

[ポイント]のボタンをタッチします。 ポイント割引画面が表示されます。

使用ポイント数を入力し、[入力]のボタンをタッチ
します。

ポイント割引が適用されました。あとは通常通り
精算処理をおこなって下さい。（カードのポイント
数も、使用した分だけ自動的に減算されます）
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1. 2.

3. 4.

5. 6.「カードを入れてださい」というメッセージが表示さ
れるのでカードリーダにカードを入れて下さい。
カードがない場合は[キャンセル]のボタンをクリッ
クします。

精算が取消されました。

　日常の業務　8.精算する ⑧取消する

メインメニューで[8.取消し]のボタンをタッチ、また
は8と入力しキーボードの[Enter]を押して,取消画
面を表示させ[精算]のボタンをタッチします。

精算を取消したいテーブルの番号を入力し、キー
ボードの[Enter]を押します。

[精算取消]のボタンをタッチします。 確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをタッチします。
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テーブルに付くまでの間、課金しない場合は待機表示をさせる事が出来ます。

1. 2.

3. ＊

　日常の業務　９.待機

待機させたいテーブル番号をタッチ（クリック）しま
す。

待機開始を選択します。

画面が待機中に切り替わります。 待機を終了させる場合は、同じようにテーブルを
選択し待機終了をタッチ（クリック）します。

タクシー待ちなど女子キャストの接客の必要がない場合や来店して女子キャス

-22-



1. 2.

3. 4.

5. ＊

　日常の業務　10.予約 ①予約する

メインメニューで[9.予約]のボタンをクリック、また
は9と入力しキーボードの[Enter]を押します。

予約入力画面が表示されるので会員番号を入力
し（任意）予約する年月日、予約時刻、滞在予定
時間を入力します。

次に人数を入力します。人数を入力すると予約
可能のルームが黄色で表示されるので、そこか
ら選択し、テーブル番号を入力してキーボードの
[Enter]を押します。（入室中のテーブルはピン
ク、予約されているテーブルは赤で表示されま
す）

予約するテーブル、時間帯が緑色で表示される
ので[予約]のボタンをクリックします。

予約が完了しました。
（予約が黄色で表示されるのは当日のみです）

会員以外または会員番号がわからない場合
備考欄が表示されるのでそこに氏名等を入力し
てください。
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1. 2.

3. 4.

5. 予約が取消されました。

　日常の業務　10.予約 ②取消する

メインメニューで[8.取消]のボタンをクリック、また
は8と入力しキーボードの[Enter]を押します。

[予約]のボタンをクリックします。

予約の一覧が表示されるので、そこから削除した
い予約をクリック、またはキーボードの↑↓キー
で選択して[削除]のボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5. ＊来店処理終了です。 会員以外の場合
表示で予約が複数ある場合はクリックまたは
キーボードの↑↓キーで選択してから[Enter]を
押し、[来店]のボタンをクリックします。また、予約
外（通常）の来店の場合はキーボードの[Esc]を
押すと予約表示が消えます。

　日常の業務　10.予約 ③入室する

メインメニューで[2.来店]のボタンをクリック、また
は2と入力しキーボードの[Enter]を押します。

通常と同様にカードリーダにカードを通します。

予約が表示されるのでそのままキーボードの
[Enter]を押し確定し、来店処理をします。

オーダー画面に切り替わりますので、指名などが
ある場合、入力します。
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1. 2.

3. 4.

5. 印刷する場合は[印刷]のボタンをクリックして下さ
い。

　日常の業務　10.予約 ④一覧を表示する

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[4.予約一覧]のボ
タンをクリックします。

当日の予約一覧が表示されます。 見たい日にちを入力し、キーボードの[Enter]を押
します。

-26-



1. 2.

　日常の業務　11.テーブル状況を見る

メインメニューが表示されている状態でキーボー
ドの[Enter]を押します。

現在のテーブルの状況が時間帯で表示されま
す。（ピンク＝来店中・赤＝予約）

この画面でも通常の操作を行うことが出来ます。
メインメニューに戻すには、この場合に限りキー
ボードの[Enter]を押して下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 確認の画面が表示されるので[はい]のボタンを
タッチして下さい。

　日常の業務　12.レシートを再発行する ①再発行

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[2.レシート再発行
処理]のボタンをタッチします。

レシート再発行の画面が表示されます。（当日以
外の場合は日付を指定してください）

レシートを再発行したい所をクリックして[印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.差額が表示されます。 差額分をお預かり（入力）し、修正のボタンをタッ
チします。

割引券、クレジット等の修正は通常の精算の時と
同様におこない、差額分を返金またはお預かりし
[修正]のボタンをタッチして下さい。

　日常の業務　12.レシートを再発行する ②訂正

レシート再発行の画面で、レシートを訂正したい
所を選択し、訂正のボタンをタッチ（クリック）しま
す。確認のメッセージが表示されるので[はい]の
ボタンをタッチして下さい。

精算修正の画面が表示されます。商品の入力ミ
ス等で返金する場合は、商品名で削除する物を
選択し、[削除]のボタンをタッチします。

差額が表示されるのでその金額を返金し[修正]
のボタンをタッチして下さい。

商品の入力ミス等で追加する場合は、商品コード
No.と数量を入力しキーボードの[Enter]を押しま
す
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

―フロントなどで商品を販売する場合の精算処理―

　日常の業務　13.商品を販売する ①物販

メインメニューで[10.販売]のボタンをタッチ（クリッ
ク）または10と入力しキーボードの[Enter]を押し
ます

[物販]のボタンをクリックします。

フロント販売の画面が表示されるので会員の場
合は番号、人数を入力し、[入力]のボタンをタッチ
します。(会員番号がわからないときは[会員検
索]のボタンをタッチして検索して下さい）

左記3.の状態でカードがある場合はカードをカー
ドリーダに挿入し、人数を入力して[入力]のボタ
ンをタッチします。

通常のオーダーと同様に入力し、[入力]のボタン
をタッチします。

通常の会計と同様に精算します。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

―レストランで商品を販売する場合の精算処理―

　日常の業務　13.商品を販売する ②レストラン

メインメニューで[10.販売]のボタンをタッチ、また
は10と入力しキーボードの[Enter]を押します。

[レストラン]のボタンをタッチします。

テーブル番号を入力して、キーボードの[Enter]を
押します。

人数を入力します。

カードがある場合は、カードリーダにカードを挿入
し[来店]のボタンをクリックします。

通常のオーダーと同様に入力し精算して下さい。
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1. 2.

3. 4.

　日常の業務　14.現状売上を確認する

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[3.現状売上確認]
のボタンをタッチします。

現状売上が表示されます。 日付の▼をクリックするとカレンダーが表示され、
過去の売上も見ることが出来ます。（日にちをク
リック）。　但し下段の本日のオーダー合計は当
日のままです。
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1. 2.

2. 3.

4. 5.表示されました。印刷する場合は[印刷]のボタン
をタッチします。

―例外的な操作を記録しています、確認、印刷が出来ます。―

[プリント]のボタンをタッチして下さい。印刷したら
[Close]のボタンをタッチして画面を閉じます。

業務メニューが表示されるので[7.例外処理記録
表示]のボタンをタッチ（クリック）します。

　日常の業務　15.例外処理記録を表示する

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ（クリッ
ク）、または11と入力しキーボードの[Enter]を押し
ます

帳票印刷メニューが表示されるので[1.日報印刷]
のボタンをタッチします。

表示したい年月日を入力し、キーボードの[Enter]
を押します。
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1. 2.

3. 4. 適用を手入力し、[入金]のボタンをクリックしま
す。入力した適用内容は登録され次回からは選
択のみで入力の必要はありません。

　日常の業務　16.入金する

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[6.入金処理]を
タッチします。

入金金額を入力します。
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1. 2.

3. 4.

　日常の業務　17.出金する

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[7.出金処理]を
タッチします。

出金金額を入力します。 適用を入力し、[出金]のボタンをクリックします。
入力した適用は登録され、次回からは選択すれ
ばＯＫとなります
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1. 2.

3. 4.

5. ※

　日常の業務　18.最終締め出金処理をする（点検とレジ締め）

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[9.最終締め出金
処理]のボタンをタッチします。

締め出金金種入力の画面が表示されるので、レ
ジ内の現金、（金種）を数えて入力します。

点検する（中締めの）場合は[点検]のボタンをク
リックします。最終締め出（レジ締め）の場合は
[精算]のボタンをクリックします。（翌日釣銭準備
金を残す場合はその金額を入力してください）

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックして下さい。

現金過不足がある場合
「このまま記録しますか？」という確認のメッセー
ジが表示されます。よければ[はい]のボタンをク
リックしてください。過不足をなくす場合は、[いい
え]のボタンをクリックして、入金処理・出金処理
で調整してください。
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1. 2.

3. 8、[現金出納日報印］をタッチします。 4. 印刷する年月日を入力し[印刷]のボタンをクリッ
クします。レシートプリンタに印刷されます。

１日のレジ金の流れを確認することができます。

　日常の業務　19.現金出納日報を印刷する

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷メニューが表示されるので[1.日報印刷]
のボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 上記4.の画面で[表示]のボタンをタッチすると売
上総括日報が画面上に表示されます。この画面
で[印刷]のボタンを押しても構いません。

売上総括日報を画面上に表示、レシートに印刷します。

　帳票印刷　1.日報印刷 ①売上総括日報（レシート）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。

日報印刷の画面が表示されるので[1.売上総括
日報（レシート）]のボタンをタッチして下さい。

売上総括日報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、[印刷]のボタンをタッチしま
す。
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1. 2.

3. 4.日報印刷の画面が表示されるので[2.商品売上
日報（レシート）]のボタンをタッチして下さい。

商品売上日報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、[印刷]のボタンをタッチしま
す。

商品売上日報をレシートに印刷します。

　帳票印刷　1.日報印刷 ②商品売上日報（レシート）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

※ 帳票の時間帯については、本紙49ページをご参
照ください。

時間帯別商品売上日報をレシートに印刷します。

　帳票印刷　1.日報印刷 ③時間帯別商品売上日報（レシート）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。

日報印刷の画面が表示されるので[3.時間帯別
商品売上日報（レシート）]のボタンをタッチして下
さい。

時間帯別商品売上日報の画面が表示されるの
で印刷したい年月日を入力し、時間帯を選択して
（チェックの入っている時間帯が印刷されます）
[印刷]のボタンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5.

日報印刷の画面が表示されるので[4.売上総括
日報（帳票）]のボタンをタッチして下さい。

売上総括日報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、どの売上を集計するかを
選択して（チェックの入っている売上が印刷され
ます）[印刷]のボタンをタッチします。

売上総括日報が表示されるので[プリント]のボタ
ンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

売上総括日報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　1.日報印刷 ④売上総括日報（帳票）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

日報印刷の画面が表示されるので[5.テーブル別
売上日報]のボタンをタッチして下さい。

テーブル別売上日報の画面が表示されるので、
印刷したい年月日を入力し、[印刷]のボタンを
タッチします。

テーブル別売上日報が表示されるので[プリント]
のボタンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

レシートジャーナルを選択すると、一日のレシート
全てをＡ４用紙に印刷可能です。

テーブル別売上日報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　1.日報印刷 ⑤テーブル別売上日報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

日報印刷の画面が表示されるので[6.商品売上
日報（帳票）]のボタンをタッチして下さい。

商品売上日報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、[印刷]のボタンをタッチしま
す。

商品売上日報が表示されるので[プリント]のボタ
ンをタッチて下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

テーブル稼動日報を選択すると、1日の稼動状況
がグラフ化されて、確認/印刷出来ます。

商品売上日報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　1.日報印刷 ⑥商品売上日報（帳票）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5.

月報印刷の画面が表示されるので[1.テーブル別
売上月報]のボタンをタッチして下さい。

テーブル別売上月報の画面が表示されるので、
印刷したい年月日を入力し、[印刷]のボタンを
タッチします。

テーブル別売上月報が表示されるので[プリント]
のボタンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

テーブル別売上月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ①テーブル別売上月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

月報印刷の画面が表示されるので[2.日別売上
月報]のボタンをクリックして下さい。

日別売上月報が表示されるので[プリント]のボタ
ンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

Ｅｘｃｅｌ形式を選択した場合、ファイルの保存先を
指定して［保存]をタッチして下さい。ファイル名を
変更する場合は既存のファイル名部分（青色に
反転）入力して下さい。（月報をＥｘｃｅｌで作り変え
る事ができます）

日別売上月報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、[印刷]のボタンをタッチしま
す。Ｅｘｃｅｌ形式で出力したい場合はＥｘｃｅｌボタン
をタッチします。

日別売上月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ②日別売上月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5.

月報印刷の画面が表示されるので[3.売上総括
月報]のボタンをタッチして下さい。

売上総括月報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、どの売上を集計するかを
選択して（チェックの入っている売上が印刷され
ます）[印刷]のボタンをクリックします。

売上総括月報が表示されるので[プリント]のボタ
ンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

売上総括月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ③売上総括月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5.

月報印刷の画面が表示されるので[4.商品売上
月報]のボタンをタッチして下さい。

商品売上月報の画面が表示されるので、印刷し
たい年月日を入力し、[印刷]のボタンをタッチしま
す。

商品売上月報が表示されるので[プリント]のボタ
ンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

※商品別月報は、常にランキング表示されます。

商品売上月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ④商品売上月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5.

月報印刷の画面が表示されるので[5.区分別商
品売上月報]のボタンをタッチして下さい。

区分別商品売上月報の画面が表示されるので、
印刷したい年月日を入力し、[印刷]のボタンを
タッチします。

区分別商品売上月報が表示されるので[プリント]
のボタンをタッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

※商品区分別に売上ランキングを印刷出来ま
す。

区分別商品売上月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ⑤区分別商品売上月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5.

月報印刷の画面が表示されるので[6.税金月報]
のボタンをタッチして下さい。

税金月報の画面が表示されるので、印刷したい
年月日を入力し[印刷]のボタンをタッチします。

税金月報が表示されるので[プリント]のボタンを
タッチして下さい。

印刷したら[Close]のボタンをタッチして画面を閉
じます。

※申告時に備え税金を算出するのに役立ちま
す。

税金月報を帳票印刷します。（要プリンター接続）

　帳票印刷　2.月報印刷 ⑥税金月報

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[2.月報印刷]の
ボタンをタッチします。
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1. 2.

3.

帳票の時間帯を設定します（時間帯別商品売上日報で使用 ※本紙39ページ）

　帳票印刷　3.帳票時間帯設定

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[4.帳票時間帯
設定]のボタンをタッチします。

帳票時間帯設定の画面が表示され時間帯別商
品売上日報で区分したい時間帯を入力します。
（4つまで）入力し終わったら[登録]のボタンをタッ
チして下さい。

※帳票は来店した時間に合わせて売上を算
出します。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

次に郵便番号を入力し[住所検索]のボタンをタッ
チします。

住所が表示されるので、正しければ[入力]のボタ
ンをクリックして下さい。

番地を入力したら[登録]のボタンをタッチして下さ
い。

上記4.で郵便番号がわからない場合は住所を入
力して[番号検索]のボタンをクリックすると郵便番
号を検索できます。

　会員の登録・管理　1.会員登録をする

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

会員登録処理画面が表示されるので[5.会員登
録]のボタンをタッチします。

会員登録画面が表示されます。ます、会員番号
を入力し、キーボードの[Enter]を押して下さい。

氏名、区分、性別、生年月日、電話番号、eメー
ルを入力します。（カナ、年齢、登録年月日は自
動で入力されます）
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1. 2.

3. 4.

＊

5.

※ 会員登録をした後、そのまま続けてカード発行をしても構いません。
（この場合は上記4.から操作してください）

会員登録画面が表示されるのでカードを発行す
る会員番号を入力しキーボードの[Enter]を押し
て下さい。

登録内容が表示されるので[発行]のボタンをタッ
チします。

会員番号がわからない場合は検索して下さい。
（本紙53ページ参照）

「カードを入れてください」というメッセージが表示
されるので、カードリーダに新しいカードを挿入し
て下さい。

※先に会員登録をする必要があります。（本紙50ページ参照）

　会員の登録・管理　2.カードを発行する

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

会員登録処理画面が表示されるので[5.会員登
録]のボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

＊

5.

会員番号がわからない場合は検索して下さい。
（本紙53ページ参照）

登録を削除する場合は[削除]のボタンをクリック
して下さい。

[削除]のボタンをタッチした場合は、確認のメッ
セージが表示されるので[はい]のボタンをタッチ
して下さい。

　会員の登録・管理　3.登録変更・削除

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

会員登録処理画面が表示されるので[5.会員登
録]のボタンをタッチします。

会員登録画面が表示されるので、登録内容の変
更または削除する会員番号を入力し、キーボード
の[Enter]を押して下さい。

登録内容が表示されるので、変更する場合はそ
の箇所を入力し直し[更新]のボタンをタッチしま
す。
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1. 2.

3. 4.

＊

＊

5. 6.

フリガナで検索する場合は姓と名の間にスペー
スを電話番号で検索する場合は局番と番号の間
に-（ハイフン）を入れてください。

会員番号が入力されるので、キーボードの
[Enter]を押します。

来店履歴のタグから来店情報を確認できます。

会員検索画面が表示されるので、フリガナを入力
し[フリガナで検索]のボタンをタッチします。

検索された会員が表示されたら[決定]のボタンを
タッチします。

同様に電話番号でも検索できます。この場合は
[電話番号で検索]のボタンをクリックして下さい。

同じ名前、もしくは電話番号の会員が複数いる場
合は次の会員のボタンをタッチして下さい。

登録内容の変更や登録削除、カード再発行などで会員番号がわからない場合に検索する事が出来ます。

　会員の登録・管理　4.会員の検索をする

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押して、会員
登録処理画面を表示させ[5.会員登録]のボタンを
タッチします。

[検索]のボタンをタッチします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

検索が完了し、検索結果件数が表示されるので
次に[印刷]のボタンをタッチします。

用紙選択の画面が表示されるので、用紙を選択
して[印刷]のボタンをタッチします。

用紙はあらかじめプリンターにセットしておいてく
ださい。

　会員の登録・管理　5.会員の抽出をする（DM発行）

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押して、会員
登録処理画面を表示させて[6.会員抽出]のボタ
ンをタッチします。

会員抽出処理画面が表示されるので、検索条件
を指定します。

検索条件を設定したら[検索開始]のボタンをク
リックします。

複合条件は、指定したい所の有効の欄をタッチし
ます。説明が表示されるのでそれに従って有効
にします。（顧客を自由に区分けする事も可能で
す）
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1. 2.

3. 4.

　会員の登録・管理　6.会員リストを印刷する

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、会員
登録処理画面を表示させて[6.会員抽出]のボタ
ンをタッチします。

会員抽出処理画面が表示されるので、全員のリ
ストの場合は何も条件入れずそのまま検索開始
をタッチします。条件抽出する場合は、条件を入
れ、検索開始をタッチします。

検索結果が出たら、印刷をタッチします。 会員リストがプリントされます。
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1. 2.

3. 4.

5. 変更したい箇所を変更し、[登録]のボタンをタッチ
して下さい。

　設定を変更する　1.テーブル情報の設定を変える ①変更

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをタッチします。

設定メニューが表示されるので[1.テーブル情報
設定]のボタンをタッチして下さい。

テーブル情報設定の画面が表示されるので、変
更したいテーブルの欄をタッチします。

※個室などリストから離れた場所にオー
ダーパントリーを設置し、離れた場所から厨
房にオーダーレシートを発行する場合もここ
で設定します。
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1. 2.

1. 2.

※削除

削除したいテーブルの欄をクリックし、[削除]のボ
タンをタッチします。

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをタッチして下さい。

　設定を変更する　1.テーブル情報の設定を変える ②追加と削除

※追加

使用していないIDをタッチします。 テーブル名・定員を入力し、テーブル種別・料金
ランクをプルダウンメニューから選択します。プリ
ンター番号を選択したら[登録]のボタンをタッチし
て下さい。
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1. 2.

3. 4.

・
・
・

・

・

・

※モード設定は、特別なイベント日や盆正月など
営業時間やセット料金を変更する場合に使用し
ます。設定したモードはカレンダー設定で使用し
ます。

比較＝利用時間帯に、該当する料金モードが2つ
以上ある場合、各々の料金を比較し一番安い料
金を自動的に適用するので、比較したい料金
モードのNo.を入力します。

時間帯＝各時間帯の（料金を変える）開始時刻

全ての料金設定が終了したら[登録]のボタンをク
リックして下さい。

開店時刻＝開店する時刻
閉店時刻＝閉店する時刻
来店猶予＝入室してから料金が課金されるまで
の猶予時間

延長猶予＝延長料金が課金されるまでの猶予時
間

　設定を変更する　2.料金設定を変える ①モード設定

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをタッチします。

設定メニューが表示されるので[2.料金設定]のボ
タンをタッチして下さい。

料金設定の画面が表示されるので、変更したい
所をタッチして変更します。
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1. 2.

○

○

○

3. 時間帯境界計算方法（利用時間が、料金の異なる時間帯をまたぐ場合の計算方法）を選択します。

・
・
・
・

4. 5.

※

基本時間を入力してキーボードの[Enter]を押し、料金
単位を選択して、単位による料金を入力し、キーボード
の[Enter]を押します。延長時間も同様です。また、時
間帯2の料金を変更する場合は「時間帯2」の文字を
タッチして同様に設定してください。設定が終わったら
[閉じる]のボタンをタッチします。

全ての料金設定が終了したら[登録]のボタンをタッチし
ます。

フリータイムの場合は基本時間を00：00にして下さい。

金額比較＝金額の安い方優先（3名×100円＝300円）・開始優先＝開始時間帯の料金（3名×100円＝300円）

終了優先＝終了時間帯の料金（3名×350円＝1050円）

時間比較1＝利用時間の短い方の料金（3名×100円＝300円）

時間比較1＝利用時間の長い方の料金（3名×350円＝1050円）となります。

　設定を変更する　2.料金設定を変える ②料金表

料金を変更したいモードをタッチして[料金表]のボタン
をタッチします。

設定する料金ランクを選択します。

例えば時間帯１は11：00～・1時間1人当り100円、時間帯2は18：00～・１時間一人当り350円の設定で、利用者が3名・利用時
間が17：40～18：40の1時間だったとします。この場合、時間帯境界計算方法が

通常キャバクラでは１名様の来店は金額を上げている
場合が多く、その場合は［段階人数制］を選択します。

時間帯により料金を変える場合は、全ての時間帯の
設定が必要になります。

延長時間の単位や料金も間違いの無いように設定し
なければなりません。
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1. 2.

3. 4.

5. 全ての料金設定が終了したら[登録]のボタンを
タッチします。

　設定を変更する　2.料金設定を変える ③会員区分割引

会員区分割引を設定（変更）したいモードをタッチ
して[会員区分割引]のボタンをクリックします。

割引設定をしたい会員区分をタッチします。

割引方法をプルダウンメニューから選択します。 割引率（金額または時間）を入力して丸め単位・
丸め処理をプルダウンメニューから選択します。
他の会員区分も同様に設定し、[登録]のボタンを
タッチし、[閉じる]のボタンをタッチして下さい。
（他のモードも上記1.から同様に設定します）

※この設定は会員ランクによって料金を変動させる
場合に使用します。
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1. 2.

3. 4.

5. 変更したい箇所を変更し、[登録]のボタンをタッチ
して下さい。

　設定を変更する　3.商品メニューの設定を変える ①変更

メインメニューで[12.業務]のボタンをタッチ、また
は12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをタッチします。

設定メニューが表示されるので[3.商品メニュー設
定]のボタンをタッチして下さい。

商品メニュー設定の画面が表示されるので変更
したい商品の欄をタッチします。
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1. 2.

1. 2.

※

　設定を変更する　3.商品メニューの設定を変える ②追加と削除

※追加する

商品名を入力し、区分をプルダウンメニューから
選択して売価を入力し、包括設定(64ページ参照)
を選択します。

削除した商品のコードは飛ばして表示されます。

次に、消費税、レシート等の設定を入れます。
（チェックが入っているものが適用されます）最後
に[登録]のボタンをクリックします。

※削除する

削除したい商品の欄をクリックし、[削除]のボタン
をクリックします。

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックして下さい。

[追加]のボタンをクリックします。（左側の表でク
リックした商品より下の空いているコードに自動
的に追加されます）場所を指定したい場合はコー
ド欄に番号を入力します。

※商品に女子バックを設定する場合もこの画面
で行います。
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1. 2.

3. ※

1. 2.

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックして下さい。

既に使用されているコードには移動できません。

※一覧表を印刷する

一覧表のボタンをクリックします。 確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックして下さい。

　設定を変更する　3.商品メニューの設定を変える ③移動と一覧表

※移動

コードを移動したい商品をクリックし、[移動]のボ
タンをクリックします。

移動先のコードを入力し[移動]のボタンをクリック
します。

-63-



※時間指定

＊ セット内容の設定をするだけで包括時間を設定しなくても構いません。この場合は包括時間を00：00にして下さ
い。

この場合、包括時間を料金設定（59ページ参照）
の基本時間以上に設定してください。

※セットメニュー
この商品を注文した場合に、入力した包括時間分のテーブル料金を割引します。
この場合、包括時間を料金設定（59ページ参照）の基本時間以上に設定してください。

この商品を注文した場合に、入力した室料分金
額をテーブル料金から割引します。

この商品を注文した場合に、入力した室料分割
合をテーブル料金から割引します。

※全額置換
この商品を注文した場合に、商品売価とテーブル
料金が置き換わります。

この商品を注文した場合に、入力した包括時間
分のテーブル料金を割引します。

包括設定には「金額指定」「割合指定」「全額置換」「時間指定」「セットメニュー」があります。

　設定を変更する　3.商品メニューの設定を変える ④包括設定

※金額指定 ※割合指定
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1. 2.

3. 4.

※
1.

サブメニュー名・売上区分・金額・を入力し、消費
税・レシート等の設定を入れて[登録]のボタンを
クリックして下さい。

サブメニューが登録されました。追加する場合は
[追加]のボタンをクリックします。

上記2.と同様に入力して登録します。

削除したいサブメニュー名をクリックして[削除]の
ボタンをクリックします。

サブメニューを削除する場合

※この設定は、セットメニューをオーダーした時
点で、厨房に個々のメニューをレシート発行する
場合に使用します。また、割引き対象のメー
ニューをしても使用できます。

包括設定の「セットメニュー」の設定です。

　設定を変更する　3.商品メニューの設定を変える ⑤セット内容設定

包括設定を「セットメニュー」にして[セット内容設
定]のボタンをクリックします。

セットメニュー内容設定の画面が表示されます。
親メニューは左記1.の画面で設定されているので
サブメニューを入力します。
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1. 2.

3. 4.設定メニューが表示されるので[4.カレンダー設
定]のボタンをクリックして下さい。

カレンダー設定の画面が表示され、料金設定で
作成したモードに切替える事で、自動で料金設定
が切り替わります。

曜日単位の料金モード（※58ページ料金設定）を指定（変更）します。

　設定を変更する　4.カレンダー設定を変える ①曜日指定

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。
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※

1. 2.

3. 4.

5.

　設定を変更する　4.カレンダー設定を変える ①曜日指定

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

曜日指定と日付指定では、日付指定のほうが優先されるので通常は曜日指定で基本の料金モードを設定し、
それ以外の特別な設定を日付指定で行います。

設定メニューが表示されるので[4.カレンダー設
定]のボタンをクリックして下さい。

変更したい日のプルダウンメニューから変更する
料金モードを選択する事ができます。

カレンダー設定の画面が表示され、日付指定を
選択します。
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1. 2.

3. 4.

5. 変更する箇所を変更し、[登録]のボタンをクリック
します。

会員区分ごとのポイントの設定（変更）を行います。

　設定を変更する　5.ポイント処理設定を変える ①ポイント

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[7.ポイント処理設
定]のボタンをクリックして下さい。

ポイントの設定を変更する会員区分をクリックし
ます。

※売上や来店回数などにより、常連客をラ
ンクＵＰさせ、特定のお客様だけ特別な料金
に変更させる事が可能です。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※ 会員区分ごとに印字メッセージを変える場合は上
記2.で区分を選択して、印字メッセージを入力し
てください。

ポイントカードの印字を入力していきます。2倍文
字を入力するには2倍にする文字の文頭に右記
の表にある記号を入れ、文末に通常文字の記号
($X）を入れます。（行末に$Nで設定を戻す必要
があります）

登録ボタンを押し、テスト印字のタグからカードに
テスト印字させ、印字状態を確認します。

カードは横印字タイプにも対応しております。「テスト印字」のボタンをクリックすると［カードを入
れてください］とメッセージが出ますので、カードを
入れ完了です。

　設定を変更する　5.ポイント処理設定を変える ②カード印刷書式設定
カードの印字メッセージを設定します。会員区分ごとにメッセージを変えることもできます。

[12.業務]→［13.設定処理]→　[11.カードイメージ
式設定]のボタンをクリックします。

プルダウンメニューから、印字内容を変更する会
員区分を選択します。
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1. 2.

3. 4.

5. 変更する箇所を変更し、[登録]のボタンをクリック
します。割引券に消費税を加味しない場合は［消
費税計算から外す］のチェックボックスにマークし
て下さい。

　設定を変更する　6.割引券の設定を変える ①変更

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[8.割引券設定]の
ボタンをクリックして下さい。

割引券設定の画面が表示されるので、変更した
い割引券の欄をクリックします。
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1. 2.

3. 4.

1. 2.

枚数制限を入力し、割引率（または金額・時間）を
入力し、丸め単位・丸め処理を選択します。

[登録]のボタンをクリックします。

※未使用にする

未使用にしたい割引券をクリックします。 割引方法で「未使用」を選択し、[登録]のボタンを
クリックして下さい。

　設定を変更する　6.割引券の設定を変える ②追加と未使用

※追加

使用していない割引券の欄をクリックします。 割引券名称を入力し、割引方法を選択します。
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1. 2.

3. 4.

5. 端数丸め処理方法をプルダウンメニューから選
択し[登録]のボタンをクリックします。

　設定を変更する　7.税金の設定を変える

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[9.税金関係]のボ
タンをクリックします。

消費税率を入力し、端数丸め単位をプルダウンメ
ニューから選択します。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

変更、または削除したいテーブル種別をクリック
します。

種別名を変更する場合は変更し、削除する場合
はキーボードの[Back Space]で種別名を消して
[登録]のボタンをクリックします。

種別名を追加する場合は、左記5.で使用していな
いコードをクリックし､種別名を入力して[登録]の
ボタンをクリックします。

　設定を変更する　8.各種区分の設定を変える ①テーブル種別

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[10.各種区分設
定]のボタンをクリックします。

各種区分設定の画面が表示されるので[1.テーブ
ル種別設定]のボタンをクリックして下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.変更したい料金ランク名をクリックします。 ランク名を入力して、[登録]のボタンをクリックし
ます。

　設定を変更する　8.各種区分の設定を変える ②料金ランク名設定

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[10.各種区分設
定]のボタンをクリックします。

各種区分設定の画面が表示されるので[2.料金ラ
ンク名設定]のボタンをクリックして下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

変更したい区分名をクリックします。 変更したい箇所を変更して、[登録]のボタンをク
リックします。

区分名を追加する場合は、左記5.で使用していな
い区分名をクリックし、同様に入力して[登録]の
ボタンをクリックして下さい。

　設定を変更する　8.各種区分の設定を変える ③会員区分設定

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[10.各種区分設
定]のボタンをクリックします。

各種区分設定の画面が表示されるので[3.会員
区分設定]のボタンをクリックして下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

※

追加する場合は、使用していない商品区分名を、
変更する場合は変更したい商品区分名をクリック
します。

区分名を入力し、[一覧選択時の文字色]のボタ
ンをクリックします。

「一覧選択時の文字色」はオーダーを入力する時
の商品区分のボタン、及び商品メニューの背景
色です。

　設定を変更する　8.各種区分の設定を変える ④商品区分設定

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[10.各種区分設
定]のボタンをクリックします。

各種区分設定の画面が表示されるので[4.商品
区分設定]のボタンをクリックして下さい。
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7. 8.色を選択する画面が表示されるので、設定した
い色をクリックし、[OK]のボタンをクリックします。

文字色がテスト表示されるので確認をして[登録]
のボタンをクリックして下さい。

色を変更する場合は、もう一度[一覧選択時の文
字色]のボタンをクリックして変更します。
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1. 2.

3. 4.

※

5. 6.

設定メニューが表示されるので[19.処理権限レベ
ル設定]のボタンをクリックします。

パスワードの入力画面が表示されるので、レベ
ル３のパスワードを入力し[決定]のボタンをクリッ
クします。

レベル３のパスワードを入力するのは、パスワー
ド設定処理がレベル３で設定されている為です。

処理権限レベルを変更したい処理名をクリックし
ます。

許可権限レベルをプルダウンメニューから選択し
[登録]のボタンをクリックします。

　設定を変更する　9.処理権限レベルの設定を変える

※先にパスワードの設定をおこなって下さい。（本紙79ページ）
許可権限レベルを１～３で設定した処理が、レベル１～３それぞれのパスワードを入力しないと行えなくなります。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5.

※

レベル１・２・３それぞれのレベルに合わせて古い
パスワードと新しいパスワード・新しいパスワード
の確認（新しいパスワード）を入力して、レベル毎
に[変更]のボタンをクリックします。

パスワード設定を初めて行う場合は古いパス
ワードは何も入力しないで下さい。

　設定を変更する　10.パスワードの設定を変える

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[20.パスワード設
定]のボタンをクリックします。

パスワードの入力画面が表示されるので、レベ
ル３のパスワード（初期設定では9999）を入力し
て、[決定]のボタンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.変更、または追加したい素材区分名をクリックし
ます。

区分名を入力し[登録]のボタンをクリックします。

　在庫を管理する　1.素材区分設定（在庫管理）

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[10.各種区分設
定]のボタンをクリックします。

各種区分設定の画面が表示されるので[5.素材
区分設定]のボタンをクリックして下さい。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.[追加]のボタンをクリックします。 素材名を入力し、素材区分をプルダウンメニュー
から選択します。

　在庫を管理する　2.商品素材情報の設定 ①登録（追加）

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[4.在庫管理メ
ニュー]のボタンをクリックします。

在庫管理メニューが表示されるので[1.商品素材
情報設定]のボタンをクリックして下さい。
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7. 8.

9.

仕入値（ケースで仕入れた場合とバラで仕入れ
た場合の値段）・仕入単位（仕入れる時の単位）・
売上単位（売り上げる時の単位）・ひと仕入単位
による売上数・現在の在庫数を入力し、仕入先名
の欄をクリックしてキーボードの「Insert」キーを押
します。

仕入先選択の画面が表示されるので、プルダウ
ンメニューから仕入先名を選択し、[登録]のボタ
ンメニューから仕入先名を選択し、[登録]のボタ
ンをクリックします。

仕入先名が設定されるので[登録]のボタンをク
リックします。
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1. 2.

1. 2.

1. 2.

※

仕入先名をクリックしてキーボードの「Delete」
キーを押します。

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックします。

仕入先を変更する場合も同様に登録してある仕
入先名を一度削除してから「Insert」キーで入力し
直してください。

※削除

削除したい素材名をクリックして、[削除]のボタン
をクリックします。

確認のメッセージが表示されるので[はい]のボタ
ンをクリックして下さい。

※仕入先名の削除

　在庫を管理する　2.商品素材情報の設定 ②変更と削除
※変更

変更したい素材名をクリックします。 変更する箇所を変更し、[登録]のボタンをクリック
します。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.[追加]のボタンをクリックします。 仕入先の情報を入力し、[登録]のボタンをクリッ
クします。

　在庫を管理する　3.仕入先情報の設定 ①登録（追加）

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[4.在庫管理メ
ニュー]のボタンをクリックします。

在庫管理メニューが表示されるので[3.仕入先情
報設定]のボタンをクリックして下さい。
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1. 2.

1. 2.

※削除

削除したい仕入先名をキーボードの↑↑キーで
選択して[削除]のボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されるので、[はい]のボ
タンをクリックして下さい。

　在庫を管理する　3.仕入先情報の設定 ②変更と削除

※変更

変更したい仕入先名をクリックします。 変更したい箇所を変更し、[登録]のボタンをクリッ
クします。
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

素材名を追加する場合は、左記5.から同様にお
こなって下さい。

設定メニューが表示されるので[3.商品メニュー設
定]のボタンをクリックして下さい。

商品メニュー設定の画面が表示されるので素材
の登録をしたい商品名をクリックします。

素材名の欄をクリックし、キーボードの「Insert」
キーを押します。

使用素材数量入力の画面が表示されるので、素
材名をプルダウンメニューから選択して使用量を
入力し、[登録]のボタンをクリックします。

　在庫を管理する　4.商品メニュー設定 ①登録（追加）

商品メニュー設定で素材名を登録することにより、その商品のオーダーが入った時に登録してある
素材の在庫数が自動的に減っていきます。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。
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1. 2.

3.

※ 素材名を変更する場合も同様に登録してある素
材名を一度削除してから「Insert」キーで入力し直
してください。

　在庫を管理する　4.商品メニュー設定 ②変更と削除

商品メニュー設定の画面が表示されるので素材
を削除したい商品名をクリックします。

削除したい素材名をクリックして、キーボードの
「Delete」キーを押します。

確認のメッセージが表示されるので、[はい]のボ
タンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5.

設定メニューが表示されるので[3.コンパニオン設
定]のボタンをクリックして下さい。

［追加］ボタンを押し、女子キャスト区分情報を追
加します。

区分名を入力し登録ボタンで登録完了です。 商品設定画面でこのように反映されます。

　女子キャスト管理　1.女子区分設定

女子キャストのバック金額やポイントを成績により変動させる区分設定です。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。
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1. 2.

3. 4.

5.

　女子キャスト管理　2.コンパニオン設定

女子キャストの個人情報を設定しシステムに反映させます。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。

設定メニューが表示されるので[3.コンパニオン設
定]のボタンをクリックして下さい。

［追加］ボタンを押し、新人女子キャストの情報を
入力します。

予め設定した女子区分を選択し、各種情報を入
力します。
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1. 2.

3. 4.

5.

設定メニューが表示されるので[3.コンパニオン設
定]のボタンをクリックして下さい。

［女子バック］ボタンを押し、女子キャストの成績
ポイント、バック金額を入力します。

［女子バック］ボタンを押すと設定画面が開きま
す。

※派遣などのキャストでも成績だけを管理するが
可能です。

　女子キャスト管理　3.バック金額設定

オーダーメニューに女子バック金額、成績管理用ポイントを反映させます。

メインメニューで[12.業務]のボタンをクリック、ま
たは12と入力しキーボードの[Enter]を押します。

業務メニューが表示されるので[13.設定処理]の
ボタンをクリックします。
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1. 2.

　女子キャスト管理　4.出勤処理

オーダーメニューに女子バック金額、成績管理用ポイントを反映させます。

メインメニューで[1.出勤]のボタンをクリック、また
は1と入力しキーボードの[Enter]を押します。

女子キャスト名一覧が表示されるので出勤してい
るキャスト名にチェックをいれます。

※出勤処理をしなければ、オーダー入力時
に誰のオーダーなのかを設定できません。
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1. 2.

3.

　女子キャスト管理　5.担当オーダー入力

女子バックオーダーを入力してあるメニューにキャスト名を入力します。

女子バック設定のしてあるオーダーを選択し、入
力ボタンを押します。

出勤処理をした女子キャスト名一覧が表示され
るので誰のオーダーなのかを選択します。

※オーダーの変更、削除は通常通りです。

選択した女子キャスト名が表示されるので、確認
し、入力ボタンをおして確定します。
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1. 2.

3. 4.

　女子キャスト管理　6.担当者別ポイント一覧（レシート発行）

営業終了直後に女子成績をレシート発行できます。

メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、ま
たは11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

メニューが表示されるので[日報印刷]のボタンを
クリックします。

設定メニューが表示されるので[11.担当者別ポイ
ント一覧]のボタンをクリックして下さい。

成績を見たい日付を入力し印刷ボタンを押すとレ
シートが発行されます。

※このレシートは、女子キャスト別に一覧で、ポイ
ント数とバック金額の合計が印字されます。詳細
を確認したい場合は、担当者別ポイント明細で印
刷します。
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1. 2.

3. 4.設定メニューが表示されるので[12.担当者別ポイ
ント明細]のボタンをクリックして下さい。

成績を見たい日付を入力し出力したい女子キャ
スト名を選択した後、印刷ボタンを押すとレシート
が発行されます。一括印刷を押せば一度に全員
のレシートが発行されます。

　女子キャスト管理　7.担当者別ポイント明細（レシート発行）

営業終了直後に女子成績を一人ずつレシート発行できます。

メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、ま
たは11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

メニューが表示されるので[日報印刷]のボタンを
クリックします。
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1. 2.

3. 4.

　女子キャスト管理　8.ポイント成績表

指定した期間の、ポイント集計表およびバック金額を集計します。

メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、ま
たは11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

メニューが表示されるので[月報印刷]のボタンを
クリックします。

設定メニューが表示されるので[8.ポイント成績
表]のボタンをクリックして下さい。

集計したい期間を入力し、ポイント表か、バック金
額かを選択し集計ボタンを押します。各メニュー
のポイント（バック金額）が集計されます。この表
は帳票印刷は出来ませんが、ＥＸＣＥＬなどにＣＳ
Ｖ出力できます。
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1. 2.

3. 4.設定メニューが表示されるので[9.日別ポイント成
績表]のボタンをクリックして下さい。

集計したい期間を入力し、日別に集計したい女
子キャスト又は全体かを選択し集計ボタンを押し
ます。各メニューのポイントもしくは（バック金額）
が集計されます。この表は帳票印刷は出来ませ
んが、ＥＸＣＥＬなどにＣＳＶ出力できます。

　女子キャスト管理　９.日別ポイント成績表

指定した期間の、ポイント集計表およびバック金額を集計します。

メインメニューで[11.会員]のボタンをクリック、ま
たは11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

メニューが表示されるので[月報印刷]のボタンを
クリックします。
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1. 2.

3. 4.

※ 確認の為、もう一度会員番号を入力し、ポイント
が変更されたか、確認して下さい。変更したポイ
ントは次回カードを通した際に書き変わります。

　その他　　1、ポイント変更

会員番号を入力しポイント変更したい会員を呼び
出す。

キーボードのＣｔｒｌキーを押しながらマウスでカー
ソルを清算ポイントの所へ移動させる。

パスワードを入力し［決定］をクリックします。 現在のポイントを削除し、変更後のポイントを入
力し、［更新］をクリックします。
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1. 2.

3.

※ 電源を入れる順序は、金銭表示機→レシートプリ
ンタの順です。

　その他　　2、エラー

起動画面上に上記エラーメッセージが表示され
た場合はレシートプリンタの電源が入っているか
確認して下さい。

操作中に上記エラーメッセージが表示された場
合はレシートプリンタの電源が入っているか確認
して下さい。

起動画面上に上記エラーメッセージが表示され
た場合は金銭表示機の電源が入っているか確認
して下さい。
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1. 2.

3. 4.

※ 印刷はインクジェットプリンタに出力されます。

　その他　　3、稼動表

メインメニューで[11.会員]のボタンをタッチ、また
は11と入力しキーボードの[Enter]を押します。

帳票印刷画面が表示されるので[1.日報印刷]の
ボタンをタッチします。

日報印刷画面が表示されるので[10.ルーム稼動
日報]のボタンをタッチします。

印刷したい日を指定し[印刷]のボタンをタッチしま
す。
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メインのテーブル表示画面ではスペースキーを押す度にテーブルの情報が切り替わり表示されます。

1. 会員名表示（会員ランクによって色が変わります） 2. 会員ＮＯ表示

3. 退室予定時刻表示 4. テーブル料金区分表示

　その他　　４、テーブル表示の切替　①
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メインのテーブル表示画面ではスペースキーを押す度にテーブルの情報が切り替わり表示されます。

5. 来店時刻表示 6. 指名女子キャスト表示

7. 現状売上表示

　その他　　４、テーブル表示の切替　②

※指名女子キャストと現状売上表示は、
テーブル数の多い店舗でフル稼動時にフ
リーズしてしまう事があります。大型店舗で
使用する場合はなるべくスペックの高いパソ
コンを使用してください。
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