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即予約の予約在庫を設定する
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手順1 メニューをタップ

メニューをタップし、サイドメニューを開きます。

手順2 設定をタップ

設定をタップし、設定メニューを開きます。



即予約の予約在庫を設定する
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手順3 ネット予約設定をタップ

次に、ネット予約設定を、タップします。

手順4 在庫設定をタップ

在庫設定、をタップします。



即予約の予約在庫を設定する
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手順5 予約在庫を追加するボタンをタップ

予約在庫を、新たに登録したい場合は、画面左下の、予約在庫を追加する、をタップします。

手順6 予約在庫名、間仕切り席タイプを設定

①レストランボード上で表示する、予約在庫名を入力します。

②ホットペッパー上で表示される、間仕切り、席タイプを設定します。

③必要に応じて、席写真、キャプションを設定します。

1

2

３



即予約の予約在庫を設定する
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手順7 テーブルを選択するをタップ

次に、この予約在庫に紐づけるテーブルを設定します。

テーブルを選択する、をタップします。

手順8 紐付けるテーブルを選択する

レストランボード  に登録されているテーブル、テーブルグループが、一覧として表示されるので、

この予約在庫に紐づけるテーブルを、全て選択します。



即予約の予約在庫を設定する
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手順9 選択するをタップ

紐づけるテーブルを確認し、選択するボタンを、タップします。

手順10 在庫自動延長がオンになっていることを確認

在庫自動延長が、オンになっていることを確認します。

オンになっていると、毎月頭に、３ヶ月先の在庫が、自動で作成されます。



即予約の予約在庫を設定する
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手順11 ランチの受付をオンに

続いて、ランチの受付設定を行います。ランチを受け付ける場合は、ボタンをオンにします。

手順12 ランチ受付の詳細を設定する

ランチの受付について、詳細設定が可能ですので、設定を行います。



即予約の予約在庫を設定する
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手順13 ディナー受付の詳細を設定する

同様に、ディナーの受付設定を行います。ディナーを受け付ける場合は、ボタンをオンにします。

ディナーの受付について、詳細設定が可能ですので、設定を行います。

手順14 内容を保存する

設定内容を確認し、この内容で保存する、をタップします。

タップすると、予約在庫の登録が完了します。



即予約の予約在庫を設定する
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手順15 掲載開始をタップ

在庫設定画面に、先ほど登録した予約在庫が、表示されています。

登録した予約在庫を、ホットペッパーに掲載するために、掲載開始のボタンをタップします。

手順16 OKをタップ

確認のポップアップが出ますので、 OKをタップします。

OKをタップすると、予約在庫の掲載が開始されます。



即予約の予約在庫を設定する
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手順17 コピーしたい予約在庫をタップ

また、作成済みの予約在庫と、同じ設定の予約在庫を、新たに登録したい場合は、

コピー機能を使うと便利です。

まず　即予約在庫設定画面から、コピーしたい予約在庫をタップします。

手順18 コピーするボタンをタップ

画面左下にある、コピーするボタンを、タップします。



即予約の予約在庫を設定する
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手順19 OKをタップ

確認のポップアップが出ますので、 OKをタップします。

手順20 予約在庫名、対象テーブルを選択する

コピー元で設定されている、ホットペッパー上で表示される、間仕切り、席タイプ、

席写真、キャプション、在庫自動延長、ランチ受付、ディナー受付の内容が、コピーされた状態に

なります。

予約在庫名を入力し、作成される予約在庫に、紐づけるテーブルを選択します。



即予約の予約在庫を設定する
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手順21 ランチ・ディナーの受付をオン

コピーで作成される予約在庫は、ランチ、ディナーの受付状態が、オフになっているので、予約を

受け付ける場合はオンに変更します。

手順22 この内容で保存する

設定内容を確認し、この内容で保存する、をタップします。

タップすると、予約在庫の登録が完了します。



即予約の予約在庫を設定する
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手順23 掲載開始をタップ

在庫設定画面に、先ほど登録した予約在庫が、表示されています。

登録した予約在庫を、ホットペッパーに掲載するために、掲載開始のボタンをタップします。

手順24 OKをタップ

確認のポップアップが出ますので、 OKをタップします。

OKをタップすると、予約在庫の掲載が開始されます。



即予約の予約在庫を設定する
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手順25 変更したい予約在庫をタップ

また、作成済みの予約在庫の、紐づくテーブル数を変更するやり方についても、説明します。

まず　即予約在庫設定画面から、紐づけるテーブル数を変更したい予約在庫をタップします。

手順26 テーブルを選択するをタップ

対象テーブル欄の、テーブルを選択する、をタップします。



即予約の予約在庫を設定する
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手順27 追加するテーブルを選択

新たに紐づけたいテーブルを選択し、選択するボタンをタップします。

手順28 この内容で保存する

設定内容を確認し、この内容で保存する、をタップします。

タップすると、予約在庫の登録が完了します。



即予約の予約在庫を設定する
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手順29 反映を確認する

紐づけるテーブル数を変更すると、変更が発生した日付以降の、在庫数に反映されます。過去日

付の在庫数においては、変更前のままになっています。



参考：予約在庫の作成タイミングと反映タイミングについて
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機能統合後は、レストランボード上で作成される予約在庫は当月含む直近４ヶ月分存在し、ホットペッパーグルメ上に表示、反映されているのは、当月含む直近３ヶ月分の在庫になりま

す。

レストランボード の予約在庫は、毎月月初に直近４ヶ月目の在庫を作成します。また、ホットペッパーグルメに表示、反映される在庫は、毎月月初に直近３ヶ月目の在庫が反映されま

す。

直近４ヶ月目の在庫は、レストランボード で作成されるタイミングと、ホットペッパーグルメで反映されるタイミングに１ヶ月の差があります。

ホットペッパーグルメに反映されるまでの１ヶ月の間に４ヶ月目の在庫の調整をしましょう。

レストランボード  

ホットペッパーグルメ

1月分在庫 2月分在庫 3月分在庫 4月分在庫 5月分在庫

作成済み 作成済み 作成済み 作成済み

反映済み 反映済み 反映済み
未反映

2月頭に反映

未作成
2月頭に作成

未反映
3月頭に反映

例:1月15日時点



入ってきたネット予約を確認する
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手順1-1 メッセージアイコンをタップ 手順1-2 メッセージを確認する

新規でネット予約が入ると画面右上のメッセージアイコンに、通知のマークがつきます。
メッセージのアイコンをタップしてください。
アイコンをタップするとメッセージ画面に遷移します。

メッセージ画面では、予約の通知が確認できます。新しく入った予約の通知は、メッセージの一番
上にきます。「内容を確認する」をタップします。
タップすると該当の予約詳細へと遷移します。



入ってきたネット予約を確認する
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手順1- 3 予約の詳細を確認 手順2-1 メニューアイコンをタップ

該当予約の詳細情報が記載されていますので、内容を確認してください。
予約内容を確認したら、左上の閉じるボタンをタップしてください。
タップすると予約詳細の画面が閉じます。

予約を確認する方法が他にもありますので、ご紹介します。
まず、画面左上の「メニュー」をタップします。



入ってきたネット予約を確認する

21

手順2-2 予約受付管理をタップ 手順2-3 該当予約を確認する。

メニューをタップすると、サイドメニューが出てきます。
サイドメニューから「予約受付管理」を選択してください。

予約受付管理画面では、予約の一覧が確認できますので、確認したい予約をタップしてください。
タップするよ予約詳細画面へと遷移します。



入ってきたネット予約を確認する
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手順2- 4 予約の詳細を確認する 手順3-1 予約リストアイコンをタップする

該当予約の詳細情報が記載されていますので、内容を確認してください。
予約内容を確認したら、左上の閉じるボタンをタップしてください。
タップすると予約詳細の画面が閉じます。

予約を確認する方法が他にもありますので、ご紹介します。
まず、画面中央上部にある、「予約リスト」をタップします。
タップすると予約リスト画面へと遷移します。



入ってきたネット予約を確認する
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手順3- 2 日付ボタンをタップする 手順3-3 予約リストアイコンをタップする

予約リスト画面上部の日付ボタンをタップします。 期間選択画面から、表示したい期間を選択し、絞り込むボタンをタップします。

1

2



入ってきたネット予約を確認する
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手順3- 4 確認したい予約をタップする。 手順3-5 予約の詳細を確認する

絞り込んだ期間の予約が一覧で表示されるので、確認したい予約をタップしてください。 該当予約の詳細情報が記載されていますので、内容を確認してください。
予約内容を確認したら、左上の閉じるボタンをタップしてください。
タップすると予約詳細の画面が閉じます。



リクエスト予約を対応する
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手順1 メニューをタップする 手順2 予約受付管理をタップ

画面左上のメニューをタップします。 サイドメニューが出てくるので、「予約受付管理」をタップします。



リクエスト予約を対応する
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手順3 要対応から予約対応する予約をタップする 手順4 予約対応するをタップ

入ってきたリクエスト予約のうち、予約対応が完了していない予約は「要対応」に一覧として表示
されます。予約対応する予約を要対応の一覧から選んでタップしてください。
タップすると該当の予約詳細が立ち上がります。

予約対応するをタップしてください。



リクエスト予約を対応する
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手順5 予約対応方法を選択する 手順6 お客様へのメッセージを追加する

手順４で予約対応するをタップすると、予約の対応方法を選択するポップアップがでてきます。
予約を受け付ける場合は、受け付けするを、予約の相談をしたい場合は相談するをタップしてく
ださい。

手順５で予約対応方法を選択すると、予約内容登録画面へ遷移します。
お客様へ個別のメッセージを入力する場合は、メッセージを追加するをオンにしてください。



リクエスト予約を対応する
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手順7 メッセージを入力する 手順 予約対応を完了させる

手順６でメッセージを追加するをオンにすると、メッセージが入力できるようになります。
メッセージ内容の欄にメッセージを入力します。

入力が完了し、内容を確認したら、登録するボタンをタップします
＊登録ボタンをタップしてもまだ予約対応は完了しません。

手順７で登録するボタンをタップすると、登録を確認するポップアップが出てきます。
「OK」ボタンをタップすると、予約対応が完了し、お客様へメッセージが自動で送信されます。

＊キャンセルボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。



リクエスト予約を対応する
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手順9 完了の確認をする

予約を受付た場合、該当の予約が「来店待ち」に変更になりますので、
来店待ちになっていることを確認してください。



リクエスト予約を対応する

30

手順10 予約を受け付けず、キャンセルする 手順11 キャンセル利用を選択する

リクエスト予約の内容次第では、予約の受付ができず、キャンセルをする必要があります。

リクエスト予約を受け付けず、キャンセルをする場合は、画面左したの「予約をキャンセル」をタッ
プします

＊タップしてもまだ予約のキャンセルは完了しません。

手順10で予約をキャンセルするをタップすると、キャンセル理由を選択するポップアップが出ます
ので、キャンセル理由を選択してください。

今回はお店都合で予約を受けられないので、「貴店都合」を選択します。



リクエスト予約を対応する
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手順12 お客様へのメッセージを追加する 手順13 メッセージを入力する

お客様へ個別のメッセージを入力する場合は、メッセージを追加するをオンにしてください。 手順12でメッセージを追加するをオンにすると、メッセージが入力できるようになります。
メッセージ内容の欄にメッセージを入力します。

入力が完了し、内容を確認したら、登録するボタンをタップします
＊登録ボタンをタップしてもまだキャンセルは完了しません。



リクエスト予約を対応する
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手順14 予約対応を完了させる 手順15 完了の確認をする

手順11で登録するボタンをタップすると、登録を確認するポップアップが出てきます。
「OK」ボタンをタップすると、予約キャンセルが完了し、お客様へメッセージが自動で送信されま
す。

＊キャンセルボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

予約を自店都合でキャンセル場合、該当の予約が「貴店」に変更になりますので、
表示が「貴店」になっていることを確認してください。



ネット予約をキャンセルする
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手順1 キャンセルしたい予約を選択する 手順2 予約をキャンセルするをタップする

キャンセルしたい予約をタップし、予約詳細へと遷移します。

＊キャンセルしたい予約を選択するのは、スケジュール画面など他画面からでも可能です。

予約をキャンセルをする場合は、画面左したの「予約をキャンセルする」をタップします

＊タップしてもまだ予約のキャンセルは完了しません。



ネット予約をキャンセルする
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手順3 キャンセル利用を選択する 手順4 お客様へのメッセージを追加する

手順2で予約をキャンセルするをタップすると、キャンセル理由を選択するポップアップが出ます
ので、キャンセル理由を選択してください。

今回はお客様都合で予約を受けられないので、「お客様都合」を選択します。

お客様へ個別のメッセージを入力する場合は、メッセージを追加するをオンにしてください。



ネット予約をキャンセルする
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手順5 メッセージを入力する 手順6 予約対応を完了させる

手順4でメッセージを追加するをオンにすると、メッセージが入力できるようになります。
メッセージ内容の欄にメッセージを入力します。

入力が完了し、内容を確認したら、登録するボタンをタップします
＊登録ボタンをタップしてもまだキャンセルは完了しません。

手順５で登録するボタンをタップすると、登録を確認するポップアップが出てきます。
「OK」ボタンをタップすると、予約キャンセルが完了し、お客様へメッセージが自動で送信されま
す。

＊キャンセルボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。



ネット予約をキャンセルする
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手順7 キャンセルが完了できているか確認する

手順6で予約のキャンセルが完了すると、予約リスト画面でキャンセル表示になります。
該当予約がキャンセルになっているか確認してください。

＊今回はお客様都合でのキャンセルを選択したので、「顧客キャンセル」と表示されます。



ネット予約の予約内容を変更する
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手順1 予約内容を変更したい予約を選択する 手順2 変更するをタップする

変更したい予約をタップし、予約詳細へと遷移します。

＊変更したい予約を選択するのは、スケジュール画面など他画面からでも可能です。

該当の予約詳細が立ち上がるので、画面右上の「変更する」をタップします。



ネット予約の予約内容を変更する
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手順3 予約内容を変更する 手順4 変更内容を確認する

変更したい箇所を変更し、画面右下の「登録内容を確認する」をタップします。 変更する予約内容があっているか確認し、この内容で登録するをタップします。

＊この内容で登録するをタップしても、まだ予約の変更は完了しません。



ネット予約の予約内容を変更する

39

手順5 予約内容を変お客様へのメッセージを追加する 手順6 メッセージを入力する

お客様へ個別のメッセージを入力する場合は、メッセージを追加するをオンにしてください。 手順5でメッセージを追加するをオンにすると、メッセージが入力できるようになります。
メッセージ内容の欄にメッセージを入力します。

入力が完了し、内容を確認したら、登録するボタンをタップします
＊登録ボタンをタップしてもまだ予約変更は完了しません。



ネット予約の予約内容を変更する
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手順7 予約変更を完了させる 手順8 予約変更が完了できているか確認する

手順6で登録するボタンをタップすると、登録を確認するポップアップが出てきます。
「OK」ボタンをタップすると、予約変更が完了し、お客様へメッセージが自動で送信されます。

＊キャンセルボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

該当予約の変更が反映されているか確認してください。



受付カレンダーを利用する

41

手順1 設定をタップする 手順2 予約受付カレンダーをタップする

サイドメニューを開き、画面左下の「設定」をタップしてください。 画面左にある、「予約カレンダー」をタップしてください。



受付カレンダーを利用する

42

手順3 予約の受付状態を変更したい日付をタップする 手順4 受付状態を変更する

予約の受付状態を変更したい日付をタップしてください。 タップした日付の予約受付状態で変更したい箇所を変更してください。
受付状態の変更では
・営業日/休業日の変更
・営業時間、ラストオーダー時間の変更
・即予約/リク予約の受付を変更
が可能です。



受付カレンダーを利用する

43

手順5 変更を保存する 手順6 変更を確認する

変更内容を確認し「この内容を保存する」をタップしてください。 手順５で変更した内容が反映されているかを予約受付カレンダー画面で確認してください。



受付カレンダーを利用する

44

手順7 一括設定をタップする 手順8 変更したい日付までスクロールする

複数の日付の予約受付状態を変更したい場合は、「一括設定」機能を使うと便利です。

画面右上の「一括設定」をタップしてください。

予約の受付状態を変更したい日付まで画面を下にスクロールしてください。

＊過去日は変更ができず、グレーアウトで表示されています。



受付カレンダーを利用する

45

手順9 受付状態を変更する 手順10 変更内容を確認する

受付状態を変更したい日付の、受付状態を変更してください。

変更を加えた部分については背景がオレンジ色で表示されます。

変更を確認して、「この内容で保存する」をタップしてください。

手順9で変更した内容が反映されているかを予約受付カレンダー画面で確認してください。



予約在庫の在庫数を変更する

46

手順1 設定をタップする 手順2 ネット予約設定をタップする

サイドメニューを開き、画面左下の「設定」をタップしてください。 画面左にある、「ネット予約設定」をタップしてください。



予約在庫の在庫数を変更する

47

手順3 在庫設定をタップ 手順4 日付下の在庫調整をタップ

画面中央の、在庫設定をタップしてください。 特定の日付の在庫を調整したい場合は、日付の下にある「在庫調整」のボタンをタップします。
タップすると、該当日付の在庫調整画面へ遷移します。



予約在庫の在庫数を変更する

48

手順5 在庫のチェックをオン・オフする 手順6 変更内容を保存する

在庫を落とす場合はチェックボックスをオフに、在庫を出したい場合は、チェックボックスをオンに
してください。

変更内容を確認し、「この内容で保存する」をタップしてください。
タップすると内容が保存され、在庫数が反映されます。



予約在庫の在庫数を変更する

49

手順7 予約在庫横の「在庫調整」をタップする 手順8 内容を変更し、保存する

特定の予約在庫を複数日付まとめて、在庫調整したい場合は、予約在庫名の横にある
「在庫調整」ボタンをタップしてください。

タップすると該当の予約在庫の在庫調整画面に遷移します。

在庫を落とす場合はチェックボックスをオフに、在庫を出したい場合は、チェックボックスをオンに
してください。

変更内容を確認し、「この内容で保存する」をタップしてください。
タップすると内容が保存され、在庫数が反映されます。



予約在庫の在庫数を変更する

50

手順9 反映を確認する

即予約在庫設定画面で先ほどの変更が反映されているか確認してください。



予約在庫の在庫数を変更する

51

手順10 在庫カレンダーをタップ 手順11 在庫のチェックをオン・オフする

また、在庫を一月分まとめて調整する場合は在庫カレンダーを利用すると便利です。

設定メニューの「在庫カレンダー」をタップしてください

在庫を落とす場合はチェックボックスをオフに、在庫を出したい場合は、チェックボックスをオンに
してください。



予約在庫の在庫数を変更する

52

手順12 変更内容を保存する 手順13 確認でOKを押す

変更内容を確認し、「この内容で保存する」をタップしてください。 変更確認画面がでますので、「 OK」をタップしてください。
タップすると内容が保存され、在庫数が反映されます。



予約在庫の在庫数を変更する

53

手順14 反映を確認する

在庫カレンダー画面で先ほどの変更が反映されているか確認してください。



予約時ポイントの修正を行う

54

手順1 ポイントを修正したい予約をタップする。 手順2 ポイント修正するをタップする

ポイント修正を行いたい予約をタップして、予約詳細画面を開きます。 予約詳細画面を下にスクロールすると、画面右側に「ポイント修正する」欄がありますので、「ポイ
ント修正する」をタップしてください。



予約時ポイントの修正を行う

55

手順3 ポイントを修正する 手順4 修正内容を確認する

ポイント修正画面が立ち上がりますので、
①修正後のポイントを入力してください（ポイントの修正は減算のみ可能です）。
②修正区分を選択してください。
③内容を確認し、修正するボタンをタップしてください。
＊修正ボタンをタップすると修正が完了するのでタップする際は内容を確認の上タップしてくださ
い。

ポイント利用欄のポイント額が変更されているのを確認してください。

1

2

3



予約時ポイントの修正を行う（会計時）

56

手順1 レジ打ち/会計をタップ 手順2 支払いへ進む

レストランボード  アプリと一緒にエアレジのアプリをお使いの店舗様は、会計時にもポイントの修
正が可能です。

予約詳細から、「レジ打ち /会計」をタップしてください。

手順1でレジ打ち /会計をタップすると、エアレジのアプリが立ち上がります。
商品を入力して、支払いへ進むをタップしてください。



予約時ポイントの修正を行う（会計時）

57

手順3 お支払い画面で修正する 手順4 修正区分を選択する

エアレジのお支払い画面で、ポイント（ホットペッパーグルメ /ブッキングテーブル）
をタップします。

修正区分を選択してください。



予約時ポイントの修正を行う（会計時）

58

手順5 ポイント利用額を修正する 手順6 支払いが完了。レストランボード にもどる

①修正後のポイント利用額を入力しください。
②修正後の残額を現金等で支払いいただき、会計するをタップしてください。

支払いが完了しましたので、画面右下のスケジュールをタップしてレストランボードに戻ってくださ
い。

1

2



緊急連絡メールを送る

59

手順1 該当の予約を開く 手順2 緊急連絡メールを送るをタップする

緊急連絡メールを送りたい予約をタップして、予約詳細を開きます。 予約詳細画面上部右側にある、「緊急連絡メールを送る」をタップします。



緊急連絡メールを送る

60

手順3 該当の予約を開く 手順4 メッセージを確認する

メッセージを記入するポップアップが立ち上がりますので、
お客様へのメッセージを入力してください。

入力内容を確認し、画面右下の「送信する」ボタンをタップしてください。

＊送信するをタップしてもまだメールは送られません。



緊急連絡メールを送る

61

手順5 メッセージを送信する

OKボタンをタップすると、お客様へメッセージが送信されます。



レストランボードをブラウザで、レジをアプリで利用する際の注意点について

62

手順1 ブラウザでレストランボード を開く 手順2 利用ポイント額を確認する

まず、レストランボードの URLをブラウザで入力し、ログインします。 ポイント利用額を確認し、ブラウザを閉じ、エアレジアプリを立ち上げます。

今までエアレジ、レストランボード  の両方を、アプリで利用していた店舗様のうち、機能統合リリース後に、レストランボード  をブラウザで、レジをアプリで利用する店舗様のみが、説明の対象になります。

レストランボード  とレジの、両方をアプリで利用していると、ポイントを利用した予約の場合、会計時にエアレジ上で、ポイント分が、自動で差し引かれた金額が表示されます。しかし、レストランボード  を
ブラウザで、レジをアプリで利用する場合、ポイントが自動で差し引かれず、店舗様自身で、会計時にポイント分を差し引く必要があります。



レストランボードをブラウザで、レジをアプリで利用する際の注意点について

63

手順3 エアレジアプリを立ち上げ、商品入力に進む 手順4 商品を選択し、割引を選択

エアレジアプリを立ち上げ、注文入力・会計をタップします。 注文内容を入力し、画面下にある、割引マークをタップします。



レストランボードをブラウザで、レジをアプリで利用する際の注意点について

64

手順5 任意の値で入力する 手順6 ポイント利用額を入力する

任意の値で入力する、をタップします。 利用ポイント金額を入力し、確定をタップします。



レストランボードをブラウザで、レジをアプリで利用する際の注意点について

65

手順7 支払いへ進む 手順8 会計する

ポイント利用額分、合計金額が引かれていることを確認し、支払いへ進むを、タップします。 表示されている金額をお支払いいただき、会計するボタンをタップします。



レストランボードをブラウザで、レジをアプリで利用する際の注意点について

66

手順9 エアレジアプリを閉じ、ブラウザを立ち上げる 手順10 レストランボード 上で退店処理をする

会計が完了したら、エアレジアプリを閉じ、ブラウザを立ち上げます。 ブラウザのレストランボード  を開き、先ほど会計が完了した予約の、予約詳細を開き、

退店をタップし、退店済みにします。



退行版アプリの挙動について

67

機能統合後に、レストランボード のアプリを、最新版へアップデートをせず、統合前の古いバージョンを利用した場合に、発生することを説明します。

1、設定画面が古いままで、在庫や予約に関する設定が、古いアプリ上には存在しません。

→在庫、予約の設定を行いたい場合は、アプリを最新版へアップデートするか、ブラウザでレストランボード を開き、設定を行います。

２、予約内容の確認、来店の処理は今まで通り、利用が可能です。

３、ホットペッパーグルメ経由の予約変更がレストランボード 内で変更できません。

→ホットペッパーグルメ経由の予約において、予約変更をしようとした際、店舗管理画面がブラウザで立ち上がります。

表示された、店舗管理画面はエラー表示になっており、レストランボード へログインするためのリンクが表示されます。

そのリンクをタップし、レストランボード をブラウザで立ち上げて、予約の変更を行います。



複数店舗の切り替え方法について

68

手順1 店名をタップ 手順2 切り替えたい店舗をタップ

画面上部の店名をタップします。 切り替えたい店舗をタップします。



複数店舗の切り替え方法について

69

手順3 切り替わったことを確認

切り替わったことを確認します。

＊統合前は店舗を切り替える際に一度ログアウトをして、再度ログイン時に切り替える店舗を選
択する必要がありましたが、統合後はログアウトせずに店舗の切り替えが可能になります。


