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利用者情報項目追加の設定マニュアル
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1. 利用者情報項目追加についての概要

利用者情報の項目追加設定を行うことで、予約情報の「利用者情報」や「チェックインカード」などに項目を
追加することができます。
※ Staysee に「利用者情報項目追加」のご利用お申し込み後、設定メニューが表示されます。（6 ページ参照）
※チェックインアプリには反映されません。

Registration Card

チェックイン/Check in

2021年09⽉28⽇(⽕)

チェックアウト/Check out

2021年09⽉29⽇(⽔)

泊数/Nights

1泊

部屋番号/Room No.

701

扱先/Agent

お名前/Name

住所/Address

〒192-0043

東京都⼋王⼦市暁町1-○○-○○ ⚫⚫マンション101号室

電話番号/Tel

090-0000-0000

E-mail

yamada@example.com

ご職業/Occupation ご年齢/Age 性別/Sex

会社名/Company

お⾞ナンバー/

Car license plate

国籍/

Nationality

旅券番号/

Passport No.

前宿泊地/

Previous place you visited

⾏先地/

Next destination

⽬的/

Purpose

スキー・スノーボード・温泉・その他

アレルギー/

Allergy

当館からのお知らせを送付してもよろしいでしょうか？（ はい ・ いいえ ）

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキスト

やまだ

⼭⽥ ○○

様

ご署名/Signature
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2. 項目追加の設定

利用者情報の項目追加設定を行うことで、「利用者情報」や「チェックインカード」などに項目を追加できます。
「マスタ設定 > その他設定 > 利用者情報設定」からアクセスできます。

A

B

C

D

チェックインカードへの非表示項目
チェックを入れた項目はチェックインカードに表示されなくなり
ます。（5 ページ参照）

D

追加保存項目 ( 利用者情報のみ )
「利用者情報」などに項目を追加することができます。追加で
きる項目数は 6 項目までです。

A

 【追加箇所（3~4 ページ参照）】
�予約情報の「利用者情報」　�顧客詳細の「利用者情報」　�利用者帳票　
�各種 CSV ダウンロード　�リピーター検索

追加保存項目 ( 利用者情報・チェックインカード )
「利用者情報」や「チェックインカード」などに項目を追加する
ことができます。「チェックインカード」への表示�非表示の選
択もできます。追加できる項目数は 4 項目までです。

B

 【追加箇所（3~4 ページ参照）】
�予約情報の「利用者情報」　�顧客詳細の「利用者情報」　�チェックインカード
�利用者帳票　�各種 CSV ダウンロード　�リピーター検索

備考欄
「利用者情報」や「チェックインカード」などに備考欄を追加
することができます。「チェックインカード」への表示�非表示
の選択もできます。

C

 【追加箇所（3~4 ページ参照）】
�予約情報の「利用者情報」　�顧客詳細の「利用者情報」　�チェックインカード
�利用者帳票　�各種 CSV ダウンロード　�リピーター検索
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3. 項目追加の表示箇所

追加した項目は「予約情報」「顧客情報」「チェックインカード」「CSV ダウンロード」「利用者帳票」ページの次の箇所に
表示されます。

A

B

C

A

B

C

■ 顧客情報■ 予約情報

追加保存項目 ( 利用者情報のみ )A

追加保存項目 ( 利用者情報・チェックインカード )B

備考欄C
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 3. 項目追加の表示箇所

Registration Card

チェックイン/Check in

2021年09⽉28⽇(⽕)

チェックアウト/Check out

2021年09⽉29⽇(⽔)

泊数/Nights

1泊

部屋番号/Room No.

701

扱先/Agent

お名前/Name

住所/Address

〒192-0043

東京都⼋王⼦市暁町1-○○-○○ ⚫⚫マンション101号室

電話番号/Tel

090-0000-0000

E-mail

yamada@example.com

ご職業/Occupation ご年齢/Age 性別/Sex

会社名/Company

お⾞ナンバー/

Car license plate

国籍/

Nationality

旅券番号/

Passport No.

前宿泊地/

Previous place you visited

⾏先地/

Next destination

⽬的/

Purpose

スキー・スノーボード・温泉・その他

アレルギー/

Allergy

当館からのお知らせを送付してもよろしいでしょうか？（ はい ・ いいえ ）

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ

ストテキストテキストテキストテキストテキスト

やまだ

⼭⽥ ○○

様

ご署名/Signature

B

C

A B C

■ チェックインカード

■ 利用者帳票

■ CSV ダウンロード

A B C
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 4. チェックインカードへの非表示項目

Registration Card

チェックイン/Check in

2021年09⽉28⽇(⽕)

チェックアウト/Check out

2021年09⽉29⽇(⽔)

泊数/Nights

1泊

部屋番号/Room No.

701

扱先/Agent

お名前/Name

住所/Address

〒192-0043

東京都⼋王⼦市暁町1-○○-○○ ⚫⚫マンション101号室

電話番号/Tel

090-0000-0000

E-mail

yamada@example.com

ご職業/Occupation ご年齢/Age 性別/Sex

会社名/Company

お⾞ナンバー/

Car license plate

国籍/

Nationality

旅券番号/

Passport No.

前宿泊地/

Previous place you visited

⾏先地/

Next destination

当館からのお知らせを送付してもよろしいでしょうか？（ はい ・ いいえ ）

やまだ

⼭⽥ ○○

様

ご署名/Signature

「チェックインカードへの非表示項目」でチェックした項目はチェックインカードで非表示になります。
非表示になる箇所は下記の赤枠で囲われた箇所です。
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5. お申し込み方法

「お知らせ」ページの「年払いのお申し込み」からお申し込みフォームに進みます。
必要事項を記入し、「【オプション】利用者情報項目追加 初期設定 110,000 円」にチェックし、お申し込みをします。
入金確認後、使用できるようになります。


