
※料金はすべて税込みです。料金プランの詳細はWebサイトにてご確認ください。

料金プラン

基本的な機能が使えるプラン
民泊・ゲストハウス向け

必要な機能が揃ったプラン
ホテル・旅館向け 複数施設を管理する機能付き

（１施設ごとにアドバンスプランの料金が必要です）

小規模施設向け 小～中規模施設向け 中～大規模施設向け

部屋数約１0室～
1ユーザーで運用可能な場合

部屋数約20室～
複数ユーザーご利用の場合

サイトコントローラー連携を
ご利用する場合

980月
額 円

ライトプラン

3,980月
額 円

スタンダードプラン

9,980月
額 円

アドバンスプラン

おすすめ

宿泊施設を“かんたん”に管理したいなら

「Staysee（ステイシー）」は、無料ではじめるPMS・ホテルシステム・宿泊管理サービス。

システムの導入から運用まで、クラウド上ですべて管理。

直感的な操作画面と多彩な機能で、さまざまな宿泊管理業務を効率化できます。

旅館・ホテルはもちろん、民泊やゲストハウスまでご要望にあったプランをご用意。

ご登録後、３ヶ月間無料でお試しいただけます。

宿泊施設運営のお悩みを解消します！宿泊施設運営のお悩みを解消します！

かんたん操作で毎日の業務を一元管理
 誰でも

“かんたん
”に

 使いたい
「予約管理」「部屋割り」「会計管理」「集計」まで幅広く対応しています。

領収書やチェックインカードをかんたんに発行することができます。

シンプルな操作で誰でもかんたんに利用できます。

帳票機能で料理や清掃作業もサポートします。

タブレットからでも操作ができます。

サイトコントローラーとは、複数の旅行予約サイトを一元管理できるオンラインのシステムです。
「TEMAIRAZU」「ねっぱん！」「らく通」「TL-リンカーン」「宿研サイトコントローラー」に対応
しています。今後その他のサイトコントローラーにも対応予定です。
データ移行や初期設定が不安な方は導入支援サポートもございます。（別途有料）

※1

※2

サイトコントローラーと安価に連携可能
“もっと安価

”に

旅行予約サ
イトと

連携したい
月額9,980円でサイトコントローラー連携機能が利用できます。※１

他社システムからのデータ移行はインポート機能が利用できます。※2

お客様側で初期設定をすると、初期費用が無料になります。※2

クラウド型でスピーディーに予約管理 予約管理を“もっとラク”にしたい
データはクラウドサーバー上に保存されます。
インターネットにつながるパソコンがあれば利用できます。

新たに機器や専用ソフトウェアの購入は不要です。

フロント業務で必要な機能をわかりやすく提供しているため、
画面表示や予約情報の登録などの操作がスムーズに行えます。 

 初期設定やデータ移行が不安な方は導入支援サポートをご用意しております。（別途有料）

サイトコントローラー連携対応

他サービスとの価格比較表（最安プランでの比較）

※当社調べ。料金はすべて税込みです。

3,780円～ 10,000円～ 27,000円～

ご登録後３ヶ月間 が
スタンダードプラン

初期費用と

無料!!な
ん
と

050-3000-7769 営業時間 10:00～17:00
(日曜・祝日除く)

info@staysee.jp https://staysee.jp/

動作環境（パソコン利用時）
・推奨OS：Windows10、macOS 10.15以上を推奨しています。
・推奨ブラウザ：サービスを快適にご利用いただくために、Google Chrome（最新版）を
  推奨しています。※推奨ブラウザ以外では正しく動作しない場合がありますので、ご了承
  ください。
・インターネット接続：インターネットに接続できる環境（ＡＤＳＬ・光・４Ｇ回線など高速
  常時接続回線を推奨）。システムの利用において最新情報の取得、更新をする際はインタ
  ーネットに接続していることが必要です。※インターネット接続に関しましてはプロパイダ
  ーとの契約が必要です。

その他
・セキュリティ：「IPアドレス制限」「2段階認証（アドバンスプラン）」があります。
・過去データインポート：予約情報をCSV形式のファイルからインポートできます。
・お支払い方法：クレジットカードによるお支払い、または請求書払い（年払い）となります。
・同時利用端末数（アカウント数）：スタンダードプラン（１０台）、アドバンスプラン（３０台）
  までそれぞれ利用できます。
・無料お試し期間中に登録した予約データ・設定等は有料契約後も引き続き利用できます。

充実のサポート体制（電話、メール、ヘルプサイト）をご用意しております使い方で困っても安心！

ステイシーは2020年、経済産業省が行う「サービス等生産性

向上IT導入支援事業（通称：IT導入補助金制度）」のIT導入

支援事業者に認定されました。〒530-0017 大阪市北区角田町8-47 20F

おかげさまで...

ステイシーは2017年に正式リリースされて以来、多くのホテル・旅館などにご利用いただいております。2020年に

は登録施設が800施設を突破いたしました。今後もご利用者様の声を取り入れながら、様々な機能追加を行い、より

使いやすい宿泊管理サービスをご提供いたします。

８００施設を突破!!８００施設を突破!!８００施設を突破!!の登録施設数がの登録施設数が

ステイシー 実績※2020年11月時点

導入施設はこちら



チェックインアプリ タブレット対応（iPad）ご利用料金：無料 スタンダードプラン
アドバンスプラン

Hotel logo
Registration Card

お名前
Name

すずき ○○

東京都○○市○○町00-00-00 〇〇マンション 000号室

080-0000-0000

E-mail suzuki@example.com

住所
Address

電話番号
Tel

ご職業
Occupational

領収書名
Name on Receipt

お車ナンバー
Car license plate

性別
Sex

〒 000-0000

鈴木 ○○ 様

会社員 ご年齢
Age 30

チェックイン/Check in

2020年07月31日(金)
チェックアウト/Check out

2020年08月01日(土)
泊数/Nights

1泊
部屋番号/Room No.

709
扱先/Agent

○○トラベル

外国籍の方はこちら
Foreign citizens here

当館からのお知らせの送付を希望します。
ご確認の上、ご署名をお願いいたします。
Please sign after confirming.

男

※スタンダードプラン、アドバンスプランで利用できます。
※アプリのご利用にはインターネットの接続が必要です。
※対応機種はiPad（iOS12以上、iPadOS13以上を推奨）となります。
※所轄の保健所によって紙の保存が必要な場合があります。

※ご利用にはStayseeいずれかのプランのご契約が必要です。
※インストールできるスマートフォンの数は無制限です。
※対応機種はAndoroid（Android６.0以上、最新バージョンでの利用を推奨）となります。
※清掃アプリを利用しない場合でも、クリーン帳票にて清掃スタッフと情報共有が可能です。

のポイント３つ

清掃アプリで客室の清掃状況を
リアルタイムに把握

チェックインアプリで
チェックインカードをペーパーレスに

チェックインカードをデータで管理することで、
紙での管理が不要になり、コストを大幅に削減できます。

チェックインカードを電子保存

ご署名は手書きで入力でき、予約に関連して保存されます。
保存された内容は管理画面からいつでも確認できます。

ご署名は手書きで入力

外国籍の方が宿泊された際に必要なパスポート画像も保存
できます。保存された画像は、管理画面から確認できます。

パスポートは写真で保存

清掃スタッフが内容を確認しタップするだけで、
清掃状況がリアルタイムに管理画面へ反映されます。

清掃の報告

清掃状況がフロントからもすぐに分かるので、
お客様や清掃スタッフとのやり取りがスムーズになります。

清掃状況の管理

忘れ物や設備不良をアプリで撮影すると、予約や客室に関
連して写真が保存され、管理画面ですぐに確認できます。

忘れ物・設備不良の管理

予約状況が一目瞭然
「予約確定」「仮予約」「チェックイン」「チェックアウト」など
の状態が、色で分かりやすく区別できます。

連泊状況もかんたんに把握
連泊の予約もカレンダー形式で表示されるので、予約を時
系列ですぐに把握できます。

かんたんに予約・客室管理1
ポイント

同行者情報の保存

情報共有をスマートに
「チェックインカード」「利用者帳票」「料理帳票」「クリー
ン帳票」などの各種帳票の一元管理によりフロントや
料理部門、清掃部門への情報共有が容易に行えます。

顧客情報の活用
顧客一覧には「電話番号」「メールアドレス」「利用回数」な
どの過去の宿泊情報が表示されるので、リピーター率の
改善などに役立てることができます。

「売上日報・月報」「売掛金一覧」「入金情報」など経理処理に必要な情報をステイシー上で管理できます。
データ管理がスムーズになるので業務の効率化につながります。

各種帳票をシンプルに一元管理

売上や稼働率の管理をスムーズに

2
ポイント

3
ポイント

サイトコントローラー連携

各種予約サイトや旅行代理店からの予約を取り込み、
予約情報に反映することができます。
※アドバンスプランのみ

サイトコントローラー連携

受信電文も
ステイシーで
見れる！

アプリで                 をもっと便利に!!

3年間の
紙保管が
不要！

清掃アプリ スマートフォン対応（Android）

過去に宿泊されたお客様の情報は、お名前や電話番号
で検索できます。

リピーター検索

チェックアウト時の入金確認、領収書発行が行えます。
軽減税率・宿泊税・入湯税にも対応しています。

領収書発行

無人チェックインのシステムと連携すると、無人ホテルなどで必要な同行者の情報や画像を取り込むことができます。
利用者名や住所などの他に顔写真や身分証明書の写真も保存できます。 ※無人チェックインには他社システムとの連携が必要です。

CSVのダウンロード

売上や稼働率、顧客リストなど各種情報は、CSVで出力
可能です。エクセルや経理ソフトで利用できます。

売掛金管理

対象の金種について、未入金のリストを表示できます。
入金後の消し込みもかんたんです。
※アドバンスプランのみ

※施設を新しく追加するごとに、ご利用料金が必要になります。

※ご要望に応じて、独自の機能追加や機能のカスタマイズが可能なプレミアムプランもございます。【 info@staysee.jp 】までお気軽にお問い合わせください。

※サイトコントローラーは「TEMAIRAZU」「ねっぱん！」「らく通」「TL-リンカーン」「宿研サイトコントローラー」に対応しています。今後、その他のサイトコントローラーにも
　対応予定です。

朝・夕食など
料理管理も
できる！

売上情報

「入金情報」「売上日報・月報」「売掛金一覧」など経理管
理に必要な情報を一元管理できます。

オンハンドの
売上も

わかりやすい

稼働率集計表

部屋ごとの稼働率や施設全体の稼働率を日・月単位で
確認することができます。

在庫数も
かんたんに
チェック

予約を変更した担当者名や操作内容は全て保存され、
あとから確認することができます。

更新履歴

予約の
変更内容を
かんたんに
把握！

客室の変更もマウスを使うだけでかんたんにできます！

直感的なマウス操作で客室の入れ替えなどが行えます！

忘れ物報告

報告日 2020-10-21 10:50:20
報告者 佐藤 ○○
部屋名 505
コメント
テーブルの下にカギの忘れ物がありました。

削除する

3,300円ご利用料金： 1施設あたり
月額・税込

忘れ物や設備不良は
アプリで撮影して 管理画面に自動保存!!

アプリで
撮影


