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サービスを快適にご利用いただくために、
Stayseeでは以下のブラウザを推奨しております。

※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。
また、セキュリティ的な観点からブラウザやOSの自動アップデートを有効に設定
してご利用ください。

Google Chrome（最新版）

1. はじめにお読みください
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施設を作成すると、こちらから客室画面(8P参照)に遷移できます。

リンクをクリックするとお知らせの内容が開閉します。

施設の作成はこちらから

ログイン後に表示される画面になります。ここではメンテナンスや更新情報をお知らせしています。

ライト スタンダード アドバンス

※施設作成については、マス
ター設定マニュアルを参照く
ださい。

2. お知らせ画面



5

ライト スタンダード アドバンス

お知らせ画面が表示されるのは、アカウント作成後、お知らせ更新時のみになります。
通常は客室画面が表示されます。

ユーザー名をクリックすると表示される
「アカウントメニュー」からお知らせ画面に遷移できます。
施設やユーザー登録もこちらから行えます。

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

※施設作成やユーザーの登録については、マスター設定
マニュアルを参照ください。

2. お知らせ画面
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ライト スタンダード アドバンス

左上のセレクトボックスをクリックす
ると施設の選択ができます。

利用したい施設を選ぶと、その施設
の客室画面が表示されます。

施設の選択～客室画面の表示

6

3. 施設の選択
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客室／会場のパネルをクリックする
と緑色の枠線で表示されます。

ダブルクリックで選択した客室／会
場の予約編集画面が表示されます。

客室、会場の区別はこちらで確認します。
・客室…任意の名称（「洋室」など）
・会場…任意の「会場名」で表示されます
※マスタ設定の客室管理で設定します。

ライト スタンダード アドバンス4-1. 客室画面

客室／会場の選択～予約の編集1
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ライト スタンダード アドバンス

「ctrl ＋ クリック」で
客室／会場のパネルの複数選択が
できます。

複数選択している状態で、選択中の
客室／会場をダブルクリックすると、
複数部屋で予約編集ができます。

4-1. 客室画面

客室／会場の複数選択2
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ライト スタンダード アドバンス

客室／会場のパネル上で
「右クリック」するとメニューが表示
されます。

右クリックメニューからでも予約編集
できる他、以下の作業が行えます。

・売上登録の編集
・割付の解除
・チェックイン／アウトの
  ステータス変更
・客室の担当設定

4-1. 客室画面

客室／右クリックメニュー3
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ライト スタンダード アドバンス

フロント備考

利用者名

宿泊客数 宿泊日数

部屋名 部屋タイプ

最初に表示される客室パネルの詳細の説明します。

予約登録のフロント備考欄に
入力した内容が表示されます。

客室管理で設定した
部屋タイプが表示されます。

「現在の泊日／宿泊日数」で表示されます。
チェックアウト日は緑の背景で表示されます。
※1泊・日帰りの場合は表示されません。

・ 大人：「人数」
・ 小人：「人数」で表示されます。

501 洋室

片田
【洋室 · 料亭 1】 洋室
大 :2 小 :0 2/2

4-2. 客室画面／客室パネル

利用者表示1
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予約時のエージェント名が
表示されます。

ページ上部の「表示切替」タブを変更すると、客室パネルの一部の表示が変更されます。

ライト スタンダード アドバンス

501 洋室

トラベル
片田

大 :2 小 :0 2/2

A

B

利用者名

エージェント名

表示切替 利用者 エージェント 客室担当 料金

4-2. 客室画面／客室パネル

エージェント表示2
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ライト スタンダード アドバンス

501 洋室

佐藤
片田

大 :2 小 :0 2/2

A

B利用者名

客室担当者名

ページ上部の「表示切替」タブを変更すると、客室パネルの一部の表示が変更されます。

表示切替 利用者 エージェント 客室担当 料金

4-2. 客室画面／客室パネル

客室担当表示3



13

その日の合計料金が表示されます。
※複数部屋の場合、部屋数で分割されます。

登録した宿泊商品の１行目の
料金が表示されます。

ライト スタンダード アドバンス

501 洋室

20,000 円
10,000 円

大 :2 小 :0 2/2

A

B

グロス料金

単価料金

ページ上部の「表示切替」タブを変更すると、客室パネルの一部の表示が変更されます。

表示切替 利用者 エージェント 客室担当 料金

4-2. 客室画面／客室パネル

料金表示4
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ライト スタンダード アドバンス

客室画面と予約一覧画面に表示されます。
施設内のスタッフ間の連絡事項としてご利用いた
だけます。

こちらのボタンをクリックすると連絡事項は非表
示になります。再度確認するには、上部の「連絡事
項ボタン」をクリックしてください。

未確認の連絡事ある場合はアイコンが表示されます。未確認の連絡事ある場合はアイコンが表示されます。

連絡事項の内容連絡事項の内容

大画面表示に切り替えます大画面表示に切り替えます

4-3. 客室画面／連絡事項

連絡事項について1
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ライト スタンダード アドバンス

こちらのテキストボックスにテキストを入力して
「保存ボタン」をクリックしてください。

※保存せずに画面遷移を行うと内容は破棄されま
すのでご注意ください。

4-3. 客室画面／連絡事項

連絡事項の編集2
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ライト スタンダード アドバンス

電話番号を入力後、既に同じ番号が
存在する場合、「候補有」アイコンが
表示されますので、こちらをクリック
してください。

電文から予約情報を自動追加した場
合も利用実績のある顧客の場合、
同様にアイコンが表示されています
ので、必ずクリックするようにしてくだ
さい。

5-1. 予約登録／リピーター検索

リピーター検索1
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ライト スタンダード アドバンス

アイコンをクリックすると、「リピー
ター検索ウィンドウ」が表示され、該
当する電話番号の顧客リストが表示
されます。

顧客リストから任意の顧客の行をク
リックしてください。

こちらからの実績状況を確認できます。

5-1. 予約登録／リピーター検索

リピーター候補を選ぶ2
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ライト スタンダード アドバンス

任意の顧客の行をクリックすると、
「直近の備考」の状況が確認できま
す。備考を転記する場合は、各備考
の「転記する」にチェックを入れてく
ださい。

5-1. 予約登録／リピーター検索

備考の転記3
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電文から自動追加した顧客情報が、既に顧客情報にある場合、「紐付け」を選択してください。
転記にしてしまうと新たに顧客情報が作成されてしまいますのでご注意ください。

※電文から追加した顧客情報で住所などの情報が変更されている場合、「利用者情報」の「顧客情報を上書
きする」にチェックを入れると最新情報に更新されます。尚、備考情報の転記は影響されません。

ワンポイントアドバイス

ライト スタンダード アドバンス

リピーター検索では顧客情報の「転記」と「紐付け」を行う
ことができます。

・転　記 … 選択した顧客情報で転記、上書きします
・紐付け … 選択した顧客情報と関連付けします。

5-1. 予約登録／リピーター検索

顧客情報の転記と紐付け4
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ライト スタンダード アドバンス

商品名を入力するテキストボックス（ここ
では宿泊商品）をクリックします。
※こちらにテキストを入力すると商品の絞り込み
ができます。

テキストボックスをクリックすると、
「ドロップダウンリスト」が表示されます
ので、任意の項目をクリックまたは、十字
キーで選択しEnterで設定することがで
きます。

テキストボックス間は「TAB」キーで移動することができます。

ワンポイントアドバイス

5-2. 予約登録／商品登録

商品の登録方法1



21

ライト スタンダード アドバンス

テキストボックスに文字を入力すると商品の絞り込みができます。
「検索ワード」をひらがなで登録しておくと、ひらがなで候補の絞り込みができる
のでより便利にご利用いただけます。

商品登録時に「検索ワード」を設定するとこちらに表示されます

ワンポイントアドバイス

消費税率はその予約で設定可能な内容が表示されます。10 月 1日以降で経過措置が発生する場合は、下記の表の内容が表示されます。

自動的に10月1日からは10%、9月30日までは8%になります。

経過措置扱い(8%)になります。
※マスタ設定>その他設定>環境設定の「経過措置税率を強制的に表示する」
にチェックを入れると登録月に関係なく選択できるようになります。)

軽減税率扱い(8%)になります。

任意で消費税率を10%にすることができます。

8%

8%(軽)

10%

標準

5-2. 予約登録／商品登録

 消費税率について
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ライト スタンダード アドバンス

宿泊商品には予め夕食／朝食／昼食
が設定されています。
夕食のみであれば夕食のテキスト
ボックスが入力できるようになりま
す。

料理品目の設定方法も前頁と同様に
「ドロップダウンリスト」で入力してく
ださい。

ドロップダウンリストは、他にもエージェントや入金情報でも利用します。

ワンポイントアドバイス

 5-2. 予約登録／商品登録

料理の選択方法2
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左端にある　アイコンをクリックする
と、新しい行が追加されます。
また、右端のゴミ箱アイコン　をク
リックすると行が削除されます。

ライト スタンダード アドバンス

23

左端にある　アイコンをクリックする
と、新しい行が追加されます。
また、右端のゴミ箱アイコン　をク
リックすると行が削除されます。
また、右端のゴミ箱アイコン　をク

こちらは他のページでも使用する基
本的な操作方法になります。

ワンポイントアドバイス

 5-2. 予約登録／商品登録

商品の追加方法3
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オプショナルなどのその他商品の追加
方法は、「その他商品を追加」をクリック
してください。
背景が緑色の見出しの項目が表示され
ますので、こちらに入力してください。

ライト スタンダード アドバンス

24

オプショナルなどのその他商品の追加
その他商品を追加」をクリック

背景が緑色の見出しの項目が表示され
ますので、こちらに入力してください。

料理帳票の項目を「表示する」にすると
下記のページにも反映されます。

・料理別売上日報
・料理別売上月報
・料理帳票 単日
・料理帳票 週間

ワンポイントアドバイス

 5-2. 予約登録／商品登録

その他商品の追加方法4



25

※追加された項目については、別途商
品の入力が必要です。

※宿泊人数の合計は、宿泊商品の人
数で自動計算されます。

※追加された項目については、別途商
品の入力が必要です。

※宿泊人数の合計は、宿泊商品の人
数で自動計算されます。

ページ上部の泊数を変更します。
確認のアラートが表示されますので
「OK」をクリックすると、商品に泊数
分の項目が自動的に追加されます。

25

※追加された項目については、別途商

※宿泊人数の合計は、宿泊商品の人

ライト スタンダード アドバンス

ワンポイントアドバイス

 5-2. 予約登録／商品登録

泊数の変更5
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食事時間の設定、食事会場の予約、複数部屋予約での各部屋の人数の内訳が設定できます。

ライト スタンダード アドバンス

こちらのナビゲーション
から日ごとの設定もでき
ます。

※会場の予約は、客室画面からでも行えます。

5-3. 予約登録／人員割付

会場／人員割付について1
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ライト スタンダード アドバンス

こちらで入力した食事時間は、各種帳票に出力されます。

5-3. 予約登録／人員割付

食事時間の入力2
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ボタンをクリックすると「会場割付ウィンドウ」が表示され、予約が入っていない会場が選択でき
ます。（客室管理で会場パネルを設定する必要があります）

ライト スタンダード アドバンス5-3. 予約登録／人員割付

会場の追加 （客室画面に食事会場枠を設定している場合）3
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ワンポイントアドバイス

1Fレスト

1Fレスト

会場パネルを利用しない場合でも、「人員割付」で簡易に設定することができます。
予約機能はありませんが、帳票に出力されますので業務の確認等でご利用いただけます。

ライト スタンダード アドバンス

事前に客室担当管理で会場名を設定する必要があります。

5-3. 予約登録／人員割付

会場の追加（客室画面に食事会場枠を設定していない場合）3
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ライト スタンダード アドバンス

複数部屋予約で各部屋の人数の内訳、客室係、禁煙の設定が行えます。

5-3. 予約登録／人員割付

人員割付4
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※客室画面からも設定できます。

※食事時間、会場の情報はコピーされません

ライト スタンダード アドバンス

各部屋の客室係を選択します

各部屋の代表者名を入力できます

禁煙部屋にするにはチェックをいれます。
クリーン台帳に反映されます。

各部屋の人員を割付けます

予約人数の総数と割り付けた人数に誤差がないかを確認します。

連泊の際、割り付けた人数情報を次の日以降にコピーします。

「未割」ラベルは、割付が正しく行われてない場合に表示されます。

A

A

B

B

C

C

D

E

F

G

E

D

F

G

5-3. 予約登録／人員割付
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※1泊目の人数情報への影響（変更）はありません

人員の割付が完了すると、「未割」マークが無くなります。

ライト スタンダード アドバンス

例えば、2泊目に人数情報が変更された場合、「人数情報を3泊目以降にコピー」リンクをクリッ
クすると3泊目以降に2泊目の人数情報がコピーされます。

ワンポイントアドバイス

5-3. 予約登録／人員割付
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ライト スタンダード アドバンス

登録した予約は、「予約番号」「顧客名」「電話番号」で予約検索することができます。

右上の「予約検索」をクリックします。

B

B

A

A

「予約検索」ウィンドウが表示されるので、検索したい内容を入力します。
検索ボタンをクリックすると、検索した内容が一覧で表示されます。

 5-4. 予約登録／予約検索
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ライト スタンダード アドバンス

泊数を編集した場合、基本的に同じ部屋を連続して、登録するようになっています。
もしすでに別の予約が入っていた場合は、希望部屋タイプが同じ、別の部屋が自動で割り付けられます。

泊数を編集した場合の自動割付

【例1】
17日の予約を3泊に変更し、同じ部屋が空いている場合、
続けて同じ部屋が割り付られます。

【例2】
17日の予約を3泊に変更し、同じ部屋が空いていない
場合、同じ客室タイプの部屋が割り付られます。

3泊に変更

3泊に変更
※希望部屋タイプが空いていない場合、未割付一覧に保存されます。
詳しくは、「8.未割付一覧」をご参照下さい。

 5-5. 自動割付機能／泊数編集した場合



35

ライト スタンダード アドバンス

予約保存時、割り付けられていない日があった場合の自動割付

予約の編集・保存

予約保存時、希望部屋タイプに記載されている数量で割り付けられていない日があった場合、自動で前日または翌日
の部屋に合わせて部屋が割り付けられます。

【例1】
17日~19日まで予約保存し、別場所に泊まる等の理由で
18日のみ割付を解除している場合、予約編集を行うと
自動で18日に部屋が割り付けられます。

【例2】
例１と同じ予約内容ですが、18日に同じ部屋が空いてい
ない場合、予約編集をしても自動で部屋が割り付けられ
ません。
※18日分のように割り付けられなかった予約は、未割付一覧に保存
されます。詳しくは「8.未割付一覧」をご参照下さい。
泊数を編集した場合は「5-5. 自動割付機能／泊数編集した場合」
をご参照下さい。

予約の編集・保存

同じ予約者

自動で割付けられる

同じ予約者

自動で割付けられない

 5-6. 自動割付機能／予約編集した場合
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こちらをクリックするとウィンドウを閉じ
る事ができます。

商品の合計金額などはこちらでご確認いただけます

ワンポイントアドバイス

ライト スタンダード アドバンス

予約登録画面で設定した商品の売上
情報が反映されています。
売上情報の確認だけでなく、精算や
領収書などの発行も行えます。

ライト スタンダード アドバンス

予約保存時、割り付けられていない日があった場合の自動割付

予約の編集・保存

予約保存時、希望部屋タイプに記載されている数量で割り付けられていない日があった場合、自動で前日または翌日
の部屋に合わせて部屋が割り付けられます。

【例1】
17日~19日まで予約保存し、別場所に泊まる等の理由で
18日のみ割付を解除している場合、予約編集を行うと
自動で18日に部屋が割り付けられます。

【例2】
例１と同じ予約内容ですが、18日に同じ部屋が空いてい
ない場合、予約編集をしても自動で部屋が割り付けられ
ません。
※18日分のように割り付けられなかった予約は、未割付一覧に保存
されます。詳しくは「8.未割付一覧」をご参照下さい。
泊数を編集した場合は「5-5. 自動割付機能／泊数編集した場合」
をご参照下さい。

予約の編集・保存

同じ予約者

自動で割付けられる

同じ予約者

自動で割付けられない

6-1. 売上登録

売上登録について1



37

※請求金額と入金額に差額がある場合は、自動現金として処理されます。

ライト スタンダード アドバンス

A B

C

D E

売上情報を保存します。

領収書発行画面に遷移します。

領収書分割（割り勘機能）画面に
遷移します。

精算を行います。精算すると予約・売上情報が編集できなくなります。
客室パネル上にも「精済」マークが表示されます。

こちらのページからでも
チェックイン／チェックアウトの予約情報を変更できます。

A

B

C

D

E

6-1. 売上登録

領収書発行／精算2
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ライト スタンダード アドバンス

精算が完了すると、入力欄がグレー
になり変更できなくなります。

精算を解除するには、こちらの
「精算解除」ボタンから行えます

6-1. 売上登録

精算完了後3
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※予約一覧画面の「売上登録」リンクを「Ctrl + クリック」すると別タブで開くことができます。
　いちいちページ遷移することなく、タブを切り替えながら売上登録の編集だけを行うことができます。

ライト スタンダード アドバンス

ワンポイントアドバイス

6-1. 売上登録

効率的に売上登録を編集するには
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501 洋室

片田
【洋室 · 料亭 1】 洋室
大 :2 小 :0 精済 2/2

精算が完了すると、「客室画面」の客室パネルに
「精済」のマークが表示されます。
精算状況の確認にご利用いただけます。

ライト スタンダード アドバンス

ワンポイントアドバイス

6-1. 売上登録

 精算後の客室画面について
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ライト スタンダード アドバンス

こちらのボタンから予約状態を
「領収書発行完了」に変更できます。

「印刷する」ボタンをクリックすると印刷
プレビューが表示されます。

・芳名
・表記部屋（親部屋）
・但し書き
上記の項目は各ページ毎に設定出来ます。

複数枚発行する場合はこちらでページを
切り替えます。

施設ロゴ、住所、連絡先、
振込先の情報は「施設一覧」
から編集・登録します。

※また、入力した芳名、表記部屋、但し書き、日付情報が
保存されます。

D

D

※消費税率は基本的に「2019年9月30日までは8%、
2019年10月1日からは10%」になります。

A

A

B

B

C

C

D 10月1日以降は、「税率ごとに区分して合計
した対価の額及び適用税率」と「税率ごと
に区分して合計した消費税額等（消費税
額及び地方消費税額の合計額）」が表示さ
れます。

 6-2. 売上登録／領収書発行
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領収書分割は、明細書の「請求額」に対して、分割して領収書を発行できる機能(割り勘機能)です。

ライト スタンダード アドバンス

A

B C

発行枚数を入力します

請求額が表示されます

発行枚数で割り切れない端数が表示されます。
いずれかの項目に振り分け、残金が0になったら、
領収書のプレビューが表示され、印刷できます。

A

B

C

6-3. 売上登録／領収書分割
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ライト スタンダード アドバンス

残金が0になると、指定した枚数分の
領収書が表示されます。

「領収書印刷」ボタンをクリックすると印
刷プレビューが表示されます。
※また、入力した芳名、表記部屋、但し書き、日付情報が
保存されます。

6-3. 売上登録／領収書分割
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アドバンス

A B C

D E F

G電文の種類が表示されます。
・新規
・キャンセル
・変更

利用者名をクリックすると
予約登録画面に遷移します

A

B

利用開始日をクリックすると
その日の客室画面に遷移します

C

部屋の割付状態が表示されますD

予約状態が表示されますE

電文の確認者と時間が表示され
ます

F

最新の電文情報を取込みますG

電文の取込み状況が確認できる画面です。

7-1. 電文取込み状況の確認

電文取込み状況画面について1
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予約登録（編集）画面に遷移します

アドバンス

予約状態を「確認済み」に変更します

電文情報の再取り込みを行います

A

B

C

A

B

C

7-1. 電文取込み状況の確認

ショートカットメニュー2
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アドバンス

BA

電文情報に変更があった場合、
「変更」ラベルが表示されます。

変更内容の確認は、「予約登録画面」で行
いますので、「利用者名」をクリックする
か、右クリックメニューの「予約編集」から
予約登録画面に遷移してください。

A

B

7-1. 電文取込み状況の確認

電文情報の変更3
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アドバンス

電文情報に変更があった場合、「電文表示」ボタンをクリックしてください。
別ウィンドウで電文情報が開きます

7-2. 電文の変更内容の確認

電文情報の変更（１）1
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アドバンス

変更された箇所はピンクの背景で表示されます。

BA

「枠を広げる」ボタンをクリックすると、前回
の情報が右側に表示されます。

「同じ画面を開く」をクリックすると、また別のウィンドウで
電文情報が開きます。前回の情報を表示させて並べること
も可能です。

A

B

7-2. 電文の変更内容の確認

 電文情報の変更（２）2

1

2

「電文取込み状況」ページの「手動電文
アップロード 」をクリックします。

「ファイル選択」をクリックし、
「らく通」または「TL-リンカーン」から
ダウンロードしたXMLファイルをアップ
ロードします。

1

「らく通」と「TL-リンカーン」は手動で電文が取り込むことができます。
エラー等で取り込まなかったXMLを直接取り込むために使用します。

アドバンス
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7-2. 電文の変更内容の確認

1

2

「電文取込み状況」ページの「手動電文
アップロード 」をクリックします。

「ファイル選択」をクリックし、
「らく通」または「TL-リンカーン」から
ダウンロードしたXMLファイルをアップ
ロードします。

1

「らく通」と「TL-リンカーン」は手動で電文が取り込むことができます。
エラー等で取り込まなかったXMLを直接取り込むために使用します。

アドバンス 7-3. 手動電文取り込みについて
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日付に関係なく、未割付の予約を一覧で表示する画面になります。

ライト スタンダード アドバンス

　 利用者名リンク
　 「利用者名」をクリックすると予約登録画面に
　 遷移します。

A 　 客室画面リンク
「客室画面へ」をクリックするとその日付の
　 客室画面に遷移します。

B

A B

下記の場合、未割付一覧に表示されます。部屋の割付がされていませんので割付の調整をする必要があります。
・電文取込時に希望部屋タイプが埋まっている場合。
・予約情報で泊数を編集したときに、希望部屋タイプが埋まっている場合。

 8. 未割付一覧
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ライト スタンダード アドバンス

○○
○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○ ○○ ○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○

○○○○

○○

○○

山田 ○○

○○
○○

○○
○○

○○

○○

○○

○○○○

○○

○○

○○

○○ ○○

○○
○○

○○

○○

○○

○○ ○○
○○

○○

○○

○○
○○

○○
○○

○○

○○

○○
○○

○○

○○

右クリックで予約情報ページに遷移します。
※予約登録方法は「5.予約登録」をご参照ください。

カレンダー形式で、予約の登録・編集と予約状況の確認ができる画面です。
7、14、２１、３０日で表示日数を切り替えることができますので、連泊の予約登録や確認に便利です。

チェックを入れると客室のみ表示されます。
※「食事会場」「その他」は非表示になります。

表示日数の切り替え

9. 連泊について

連泊ページについて
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ライト スタンダード アドバンス

1

1

2

Ctrlキー押しながら、予約登録したいところをクリックして
複数選択します。

複数選択した後に、「ダブルクリック」または右クリックから
「予約登録」をクリックすると、選択した部屋と日の予約登
録ができます。
※予約の登録方法は「5.予約登録」をご参照ください。

2予約登録

Ctrlキーを押しながらクリックするとで、複数の部屋と日を選択することができます。
連泊や団体様の予約を登録するときに便利です。

ワンポイントアドバイス

9. 連泊について

連泊ページでの予約方法
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ライト スタンダード アドバンス

集計表の表示切替ができます。
集計表には「稼働率」「販売数」「在庫数」があり、選択中の内容が表示されます。

A

表示している内容のCSVを出力します。　 で選択した表示中のCSVがダウンロードできます。AB

月次稼働率

BA
Hotel Staysee

 10. 稼働率集計表

稼働状況の確認

稼働率、販売数、在庫数の CSV ダウンロード
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利用者別の宿泊内容を表示する帳票です。

スタンダード アドバンスライト スタンダード アドバンス

集計表の表示切替ができます。
集計表には「稼働率」「販売数」「在庫数」があり、選択中の内容が表示されます。

A

表示している内容のCSVを出力します。　 で選択した表示中のCSVがダウンロードできます。AB

月次稼働率

BA
Hotel Staysee

 10. 稼働率集計表 11. 利用者帳票

利用者帳票について
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利用者帳票は、「表示設定」リンクをクリックすると、表示内容をカスタマイズできます。

スタンダード アドバンス11. 利用者帳票

【カスタマイズ手順 1】
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「表示設定」リンクをクリックすると、表の表示が変わります。
チェックボックスのチェックを外すと非表示になり、　 アイコンをドラッグすると列の入れ替えができます。

スタンダード アドバンス11. 利用者帳票

【カスタマイズ手順 2】
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こちらのチェックを外して　「表示設定を閉じる」をクリックすると、
チェックを外した列は表示されなくなります。元に戻すには　「表示設定を元に戻す」ボタンをクリックしてください。

スタンダード アドバンス

A

B

A B

11. 利用者帳票

【カスタマイズ手順 3】
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スタンダード アドバンス

○

清掃スタッフと連携しやすいように必要最小限に客室情報をまとめた画面です。
QRコードを発行してスマートフォンでも閲覧できます。

12. クリーン帳票

クリーン帳票について
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スタンダード アドバンス

　 予約状態
チェックイン／チェックアウトの確認が
できます。

A 　 喫煙の有無
喫煙可の場合、「○」で表示されます。
※喫煙の有無は予約登録の人員割付で設定します。

B 　 人数／布団合計横のマークについて
人員割付が正しく行われてない場合に表示
されます。
※人員割付は予約登録で行えます。

C

　 メモ
テキストエリアに連絡事項を入力できます。

D 　 表示設定
表示項目の編集ができます。(次頁参照)

E 　 QRコード
スマートフォンで閲覧できるQRコードを発
行します

F

A

B
○

C C D

FE

12. クリーン帳票
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スタンダード アドバンス

編集方法は利用者帳票と同様になります。
「表示設定」リンクをクリックすると、表の表示が変わります。
チェックボックスのチェックを外すと非表示になり、　 アイコンをドラッグすると列の入れ替えができます。

12. クリーン帳票

表示項目のカスタマイズ
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ワンポイントアドバイス

「QRコード」ボタンをクリックすると表示されます。

QRコードを読み込めば、スマートフォンやタブレット
でクリーン帳票画面が閲覧できます。
チェックイン／チェックアウトの状況や連絡事項メモ
などの情報をリアルタイムでご確認いただけます。

スタンダード アドバンス12. クリーン帳票

スマートフォンやタブレットでの確認
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　 のバランスチェックで売上と入金の状態がチェックできます。
全室が「精算済み」且つ、売上と入金の差額が「0」の場合、　  の日次更新が行えるようになります

扱先や金種、請求・入金額などの詳細な収益情報が一覧できる画面になります。  日次更新もこちらから行います。

ライト スタンダード アドバンス

A

B

A

B

13. 入金情報（日次更新）
入金情報画面について
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日次更新が完了すると「今日」のボタンをクリックした際、日付が翌日に切り替わります。

ライト スタンダード アドバンス

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

全室が「精算済み」且つ、売上と入金の差額が「0」でない場合は、
日次更新できませんのでご注意ください。

更新条件が不十分 更新条件を満たしている

13. 入金情報（日次更新）
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ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイス

日次更新を行わないと、状況によっては翌日以降のチェックイン、チェックア
アウト、入金処理ができなくなる場合がありますので、毎日更新を行うように
してください。

ライト スタンダード アドバンス

一部の権限を持つユーザーは日次更新を解除することができます。

13. 入金情報（日次更新）
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入金情報画面、ページ下部に表示されます。
金種ごとの売上状況が確認でき、任意の金種項目をクリックすると利用者別の内訳一覧( 　)が表示されます。A

A

ライト スタンダード アドバンス13. 入金情報（日次更新）

金種ごとの売上状況の確認
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主要な情報が簡潔に確認できますので、その日の状況をつかむのに便利な画面です。
入金情報画面と同様　 のバランスチェックで売上と入金の状態がチェックできます。

ライト スタンダード アドバンス

おおまかな売上情報から予約の更新・精算状況まで確認できます。

A

A

14. 売上日報
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ライト スタンダード アドバンス

C

D

A

B

・カテゴリー別
・カテゴリー別 ( 数量含む )
・商品別
・商品別 ( 数量含む )

月単位で売上をカテゴリーや商品名ごとに確認できます。
その月の末日まで横にスクロールできます。

クリックするとカテゴリーに紐付いた商品名の内訳が
表示されます。

クリックすると販売数量が括弧書きで表示されます。

その月の「月額累計」「昨年同日月額累計」「昨年同月
対比」が確認できます。

CSV による出力が可能です。
出力内容は、下記の 4種類から選択できます。

A

B

C

D

 15. 売上月報
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売上状況が宿泊プラン・商品別に確認できます。
宿泊と日帰りでの集計も表示されますので、顧客の利用状況に応じた売れ行きが把握できます。

ライト スタンダード アドバンス16. 商品別売上日報／月報
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ライト スタンダード アドバンス

日次更新状況がカレンダー形式で一覧できます。

日次更新済みはグレーの背景で表示されます

当日(今日)は緑の枠線で表示されます

日付をクリックすると、その日の入金情報画面に遷移します

17. 日報締め一覧
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ワンポイントアドバイス

過去の日付で日報の締め忘れがあると赤い背景のパネルで表示されます。
該当するパネルか　 のリンクをクリックすると入金情報画面に遷移します。

ライト スタンダード アドバンス

A

A

締め忘れがある月のリストが表示されます

17. 日報締め一覧
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ライト スタンダード アドバンス

期間や予約状態に合わせて、予約情報や商品情報、入金情報のCSV出力ができます。

Hotel Staysee

1

2

3

4

5

期間を指定します。1

予約状態を選択します。2

出力対象を選択します。3

「CSVを出力する」をクリックするとCSVが
ダウンロードできます。

5

追加出力したい内容があれば選択します。
※追加出力は出力対象が「予約情報」の場合のみ
　表示されます。

4

 18. 各種 CSV ダウンロード17. 日報締め一覧
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ライト スタンダード アドバンス

*1 サイトコントローラーは現在「らく通」「TEMAIRAZU」「ねっぱん」「TL-リンカーン」「宿研サイトコントローラー」に対応しております。今後その他のサイトコントローラーにも対応予定です。
*2 「複数施設管理」は施設を新しく追加する毎に、ご利用料金が必要になります。

アカウント登録 1 アカウント 10アカウント 30アカウント

サポート対応 メール 電話・メール 電話・メール

19. プラン比較
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Ver 改定日 改定内容 頁
1.0 2017.11.28 初版発行 -
1.1 2018.07.24 予約検索の説明追加 33

1.2 2018.08.20

「フリー」プランを「ライト」プランに修正 -
未割付一覧に表示される条件を追記 48
連泊ページでの予約方法について追記 50
プラン比較表の編集 72

1.3 2018.08.23
泊数を編集した場合の自動割付の説明追加 34
キャプチャを最新内容に変更 -

1.4 2018.09.25 予約を編集した場合の自動割付の説明追加 35
1.5 2018.10.17 キャプチャを更新 -
1.6 2018.10.24 「売上月報」についての説明追加 67
1.7 2019.05.14 「TL-リンカーン」の追記 72
1.8 2019.08.23 プラン比較表の更新 72

1.9 2019.09.03
消費税区分に関する追記 21,41
キャプチャを更新 22~25

1.10 2021.06.15
「稼働率集計表」の説明追加 53
「各種 CSV ダウンロード」の説明追加 71
「宿研サイトコントローラー」の追記 72

1.11 2021.08.06 「その他商品」の「料理帳票」項目を「表示する」にした場合の説明を追記 24
1.12 2021.09.29 「手動電文取り込みについて」の説明追記 49
1.13 2021.10.08 ワンポイントアドバイス削除（追加機能の予定について） -

改定履歴


