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美歴とは

スタイリスト用アプリ「美歴 for Business」ではカルテの作成や予約機能 
などを兼ね備えており、お客様に「美歴」アプリを入れていただくとアプリ内
での簡単予約やメッセージのやり取りなども可能となります。 
またお客様とのやりとりを管理する店舗管理サービスをご用意しております。

美歴 for Business 
(スタイリスト用アプリ)

美歴 
（お客様用アプリ）

店舗管理サービス

スタッフ間の情報を管理

カルテ共有やメッセージ、予約のやり取り

はじめに
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準備編 
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会員登録をしよう

アプリを立ち上げ、「新規登録」をタップ

名前、メールアドレス、パスワードを入力し、 
　「規約に同意して新規登録をタップ」

仮登録完了

③仮登録完了後、登録したメールアドレス宛に送られるURLをタップすると 
　本登録が完了しアプリの利用が可能となります。

準備編　-美歴 for Business-
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店舗に所属スタッフの申請をしよう

左から２番目のメニュー「マイデータ」の
「店舗情報」を選択

所属店舗の管理画面ログインメールアドレスを 
入力、送信。 

個人で美歴を利用していた場合、 
「自分のカルテを店舗にコピーする」をチェック
すると、今までのカルテを店舗のメンバーと共有
することが可能になります。

店舗で美歴を利用する場合、店舗管理サービスに所属スタッフとして 
登録が必要になります。

準備編　-美歴 for Business-



7

所属スタッフ承認をする

店舗管理画面の「スタイリスト」を選択。 
ステータスが「申請中」のスタッフをクリック

「申請を許可」ボタンを 
クリック

これで、スタッフの所属店舗登録が完了です。

準備編　-美歴 店舗管理サービス-

申請があったスタッフの承認は、店舗管理画面で行います。
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表示する店舗を選択する

店舗管理画面の承認が終わったら、 
左から２番目のメニュー「マイデータ」の
「店舗情報」を選択します。

承認されている店舗を選択します。 
これで、その店舗のカルテ管理が 
できるようになります。

所属店舗の承認がされると、店舗のカルテ管理が行えるようになります。 
カルテや予約情報を表示したい店舗を選択します。

※複数の店舗を登録している場合、 
　表示する店舗の切り替えは 
　この画面で行います。

準備編　-美歴 for Business-
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スタッフの予約設定

予約情報の登録ができるようにするための設定をします。 
スタイリストメニューから、設定したいスタッフを選択。

「予約可能」をオンにし、同時間帯に予約情報を入れられる 
上限数を設定、保存します。

準備編　-美歴 店舗管理サービス-

アプリで予約管理できるようにするためには、その設定が必要です。
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施術メニューの設定

右上のボタンから、「施術メニュー」を選択します。

登録済みのメニューを編集、または新規に登録します。

準備編　-美歴 店舗管理サービス-

予約や施術記録の施術メニューは、店舗管理画面でカスタマイズできます。
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営業日、時間の設定

予約情報の登録ができるようにするために、店舗の営業日、定休日、 
営業時間の設定をします。

それぞれ、新規登録から、正しい情報を入れ、保存します。

以上で、最初に行うべき設定が完了です。

準備編　-美歴 店舗管理サービス-

「カレンダー」の「営業時間設定」「休業日設定」から行います。
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基本編
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美歴 for Business 全体構成

アプリは、5つのメニューで構成されています。

カルテ
アプリを開くと最初に出る画面です。 
お客様のカルテ情報の閲覧、 
編集ができます。

マイデータ

予約票、プロフィール、
所属店舗の情報を管理

メッセージ

お客様とメッセージの
やり取りができます。

通知

アプリからのお知らせな
ど通知が表示されます。

設定

各種設定

基本編
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日常の使い方の流れ

日頃のサロンワークの中で、美歴をどのように運用するのか、 
基本的な流れに沿って、ご紹介いたします。

基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

来
店
中

来
店
後
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カルテ画面について

「カルテ」は最も利用する画面です。アプリでカルテ管理をするに 
あたり、まずは、カルテ画面についてを理解しましょう。

基本編

名前などを入力し、カルテの検索
ができます。

来店予定順に並び替え ５０音順に並び替え 最終来店日順に並び替え

施術記録や予約の登録などが行え
ます。

カルテの登録ができます。 
カルテの登録は「新規登録「招待
コード入力」「POSから取り込
み」が選べます。

検索

来店予定 ５０音 最終来店日

カルテ詳細

カルテ登録
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カルテ画面について

基本編

人物名をタップするとカルテの詳細が見れます。

施術記録、カウンセリング、メモ、クーポ
ン、インビテーションなど今までの記録が表
示されます。

名前、電話番号などその人の情報を記録

お客様用アプリ「美歴」で入力されたカウセ
リング情報を表示

インビテーション
「招待状」。誕生日のお祝いカードなど、６つの 
テンプレートから選択できるDMのような機能。

クーポン
店舗管理画面で作成したクーポンカードを 
お客様に発行した際に表示されます。

メモ
お客様に関する注意事項等を記録するカード

施術記録
施術内容を記録したカード

各カードを新規作成する際、このボタンを押します。

カウンセリング
店舗でカスタマイズ可能なカウンセリング情報を記
録したカード。Webカードで登録された情報も 
ここに反映されます。

カード 情報

カウンセリング

情報登録

作成済みカード

予約
予約情報を登録したカード

作成したカードの履歴が時系列で表示されます。

注文
EC機能で購入があった際に表示されるカード



17基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

来
店
中

来
店
後

カルテ登録　（新規のお客様）
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カルテ登録　（新規のお客様）

新規の予約が入ったら、アプリにお客様の情報を登録します。

基本編

右下の＋を押すとカルテの登録がで
きます。

「新規登録」「招待コード入力
「POSから取り込み」が選ぶことが
できます。 

新規登録

必要事項入力後新規カル
テ作成ができます。

招待コード入力

お客様用美歴アプリに表示され
る招待コードを入力すると基本
情報の入力なくカルテが作成さ
れます。

POSから取り込み

連携しているPOSシステム（VID
または Salon de Net）の未反映
カルテを取り込む



19基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

カルテ検索（既存のお客様）

来
店
中

来
店
後
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カルテ検索（既存のお客様）

すでに登録済みのカルテは、様々な情報を使って検索できます。

基本編

カルテを検索する場合は、右上の
検索ボタンを押します。

名前検索（漢字）

名前（前方一致）欄に
漢字で名前を入力

名前検索（ひらがな）

名前（前方一致）欄に
ひらがなで名前を入力

電話番号検索(ハイフンあり)

電話番号を入力して 
検索（ハイフンあり）
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カルテ検索（既存のお客様）

「詳細検索」を押すと、さらに細かい検索が行えます

基本編

検索には他にも、 
「メールアドレス」「担当
スタイリスト」 
「前回来店日」「誕生日」
での検索が可能です。

指定したスタイリストが担当しているカルテ
のみ抽出されます

担当スタイリスト

カルテ詳細の「情報」内「備考」に記載のテ
キスト情報から検索できます。 
「全文一致」検索になりますので、完全に文
言が一致している場合にヒットします。 
「会員番号」などを記載している場合の 
活用を想定しています。

備考

お客様とアプリでつながっていて、 
アプリ内のメッセージが送信可能なカルテだ
けを抽出できます。

メッセージ可能

施術記録作成が一時保存中だったり、予約の
リクエストを受けているが未確定のカルテを 
抽出することができます。

要チェック



22基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

来店日（予約日）登録 ※この機能は、美歴店舗管理サービスのご契約が 
　必要です。

来
店
中

来
店
後
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来店日（予約日）登録

あらかじめ、カルテに予約日を登録しておく（予約カード作成）ことで、 
事前のカルテ準備をしておくことができ、来店日当日の履歴閲覧等が 
スムーズに行うことができます。

基本編

「予約日」をタップし
登録したい日付を選択
します。

予約日設定 予約時間設定
「予約時間」をタップし
登録したい時間を選択し
ます。

「担当スタイリスト」
をタップし背術を担当
するスタッフを選択し
ます。

担当スタイリスト
「メニュー」をタップ
し背術メニューを選択
します。複数選択も可
能です。

メニュー

全項目入力が終わった
ら「作成」をタップ

カード欄に予約が登録
されました。 
また「マイデータ」に
も予約が登録されてい
ます。

日付だけ設定して、作成を 
押せば、設定した日付で 
来店予定日を登録できま
す。

アプリ内から予約の登録を
する場合は、「カード」欄
にあることを確認し、右下
の＋をタップしましす。

※この機能を利用するには、 
美歴店舗管理サービスのご契約が必要です。

▽より詳細な日時を設定したい場合▽



24基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

来
店
中

施術記録の確認（既存のお客様）

来
店
後
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施術記録の確認（既存のお客様）

施術記録登録済みのお客様については、来店前/中に、 
過去の登録内容をすぐに確認することができます。

基本編

＜カルテ一覧から確認する方法＞

＜予約表から確認する方法＞

予約が入っているとカルテが一番
上にきます。他にも検索してカル
テを探すこともできます。

予約しているお客様

カルテリスト

検索でカルテを探す

名前をタップ

カルテをタップするとカルテの詳細が
確認できます。

予約表から確認する場合は、 
予約に入っているお客様を 
タップします。

名前の横にある人
のマークをタップ
します。

下にスクロールして
「カルテ詳細へ移動」
をタップします。

「カルテ詳細へ移動」
をタップするとお客様
の過去の登録内容が確
認できます。



26基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

アプリDL案内 
アプリでつながる

お客様とつながる

来
店
前

来
店
中

来
店
後
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お客様とつながる
お客様とメッセージのやり取りや予約の受付、商品の販売をするには、アプリをダウンロード 
いただき、つながる必要があります。 
（※お店のカルテ管理としてのみ使う場合は、つながる必要はありません） 
手段は、以下の２つのうちどちらかの方法となります。 
なお、来店中のやりとりとして想定していますが、来店後、招待コードをお客様に送って、 

基本編

＜手段① スタッフから招待コードを案内する手順＞

カルテ画面で作
成済みのリスト
を開きます。

右上の縦に3つ縦に並
んでいるマークを 
タップし、招待コード
取得をタップ

招待コードが表示
されるのでお客様
にLINEなどで送る
か、入力してもら
います。

スタイリスト用美歴アプリでの操作

チャット画面で右下
の＋を押します。

お客様用美歴アプリでの操作

招待コード入力欄に先ほど
入手したスタイリストの招
待コードを入力します。

招待コードの確認しまし
た。というメッセージが出
るのでOKを押します。

担当してもらったスタイリ
ストを選択します。

登録が完了したら 
チャットを送ります。 
これでスタイリストと 
繋がることができました。

お客様とメッセージ
のやり取りができる
ようになります。
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お客様とつながる

基本編

お客様用美歴アプリでの操作

スタイリスト用美歴アプリでの操作

チャットで繋がろう！

美容師とのやり取り
が可能になります。

施術記録や店販商品
などお客様にメッセ
ージが送れるように
なります。

チャット画面を開き
＋ボタンをタップ

「あなたの招待コード」
をLINEなどで送るか、 
美容師に見せて入力して
もらいます。

カルテ登録をする際に、 
「招待コード入力」をタップ
します。

お客様の招待コード
を入力します。

カルテを登録しました。 
というメッセージが出れば
登録完了です。

＜手段② お客様に招待コードを発行してもらう手順＞



29基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

来
店
後

アプリDL案内 
アプリでつながる

施術記録を登録

来
店
前

来
店
中
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施術記録を登録

施術後、その内容を「施術記録カード」に登録します。

基本編

カルテ詳細画面の 
「＋」ボタンを選択し、 
施術記録から、 
「新規登録」 
「前回施術記録を読み込み」 
「POSレジからの取り込み」
のいずれかを選択します。

＜予約日の登録をしている場合＞

該当の予約カードを選択し、 
カード内の 
「この予約をもとに施術記録を作
成する」ボタンを押すと、 
施術記録カードが作成されます。

＜予約日の登録をしていない場合＞

※「前回施術記録を読み込み」… 
　過去に作成した施術記録からコピーでき 
　る機能です。同じような施術をした際な 
　どは効率的に作成ができます。

※「POSレジからの取り込み」…
POS連携を利用しているサロン様で 
ご利用いただけます。会計済みの 
情報から施術記録を登録できます。
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施術記録を登録

基本編

before：施術前の写真を追加 
after：施術後の写真を追加

担当したスタイリストを選びます。

・来店日

下へスクロール 下へスクロール

・担当スタイリスト

来店した日付を選択

来店した時間を選択

・メニュー

・来店時間

施術メニューを選択（複数可能）

施術した内容を記入

・アイテム

・施術内容

おすすめしたいアイテムを選択

最初の画面で登録する内容は、お客様と共有した場合に、お客様にも 
表示される情報になります。お客様には見られたくない情報は、ここに
は記録せず、次の画面で登録します。
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施術記録を登録

基本編

次へを押すとお客様には共有されない非共有項目の入力画面に移りま
す。

・次回おすすめ日

金額　　　：施術金額を入力します。 
割引金額　：割引した金額を入力します。 
割引（％）：金額から割引金額を自動で％表示。

・店販料金

下へスクロール 下へスクロール

・施術料金

金額　　　：施術金額を入力します。 
割引金額　：割引した金額を入力します。 
割引（％）：金額から割引金額を自動で％表示。

施術料金＋店販売料金の合計です。

・施術内容（社外秘）

・合計

お客様に見られたくない情報を 
記載できます。

使った薬剤など目に見えてわかりやすい 
ものを写真で撮るなど自由にご利用 
ください。 

・画像メモ

次回来店するおすすめ日を設定。

作成を押すと施術記録の登録が完了します。



33基本編

新規のお客様 既存のお客様

カルテ登録

来店日（予約日）登録

カルテ検索

施術記録確認

施術記録登録

施術記録共有

来
店
後

施術記録の確認（既存のお客様）

アプリDL案内 
アプリでつながる

来
店
前

来
店
中
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施術記録を共有

基本編

作成した施術記録はお客様に共有することもできます。

共有したいお客様をリ
ストから選択します。

共有したい施術記録
をタップします。

下にスクロールし 
左下の共有をタップ。

共有できる項目は「メッセージ」「メール」「SMS」の３項目から共有できます。

お客様と繋がりがある場合メッセージ機能　　　
を使って送ることができます。

お客様のメール宛にカルテを送ります。

SMSを使ってお客様の電話番号宛に 
カルテを送ります

・メッセージで送信

・メールで送信

・SMSで送信
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その他の情報登録

基本編

予約や施術記録以外で、接客品質向上のためにカルテを効果的に 
管理するための情報の蓄積/活用方法をご紹介します。

＜「情報」の備考欄の活用＞

＜「メモ」カードの活用＞

カルテの「情報」の「備考」欄は、お客様に関する 
重要な情報等を記録することができます。 
・接客時の注意事項 
・会社で管理している顧客番号 
などで利用されているサロンさんが多くいらっしゃいます。

備考欄に記入している内容は、ここにも表示されます。

「メモ」カードは、写真１枚とテキスト情報を 
登録できます。 

多くのサロン様では、 
紙管理していたカルテを写真に撮って保存しておく 
という活用をされています。 

一度ここに保存すれば、以後は紙のカルテを確認する必要は
なくなり、すべてアプリ内で情報の確認ができるように 
なります。
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応用編
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お客様にメッセージを送る

応用編
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お客様にメッセージを送る

応用編

つながっているお客様にはアプリでメッセージを送受信できます。 
アフターケアや予約日の確認、事前カウンセリングや相談などを 
簡単に行えますし、一斉配信も可能です。

＜個別に送る＞

メッセージを送りたい
相手をリストから選択
します。

右上の3つ縦に並んで
いるマークをタップし
メッセージをタップ。 

※初めてのメッセージ
の場合は、新規に”ス
レッド”を作る必要が
あります。 
画面の案内に従って、 
「スレッド作成」を行
なってください。

＋を押すと「テキスト」「写真」「カルテ」
「アイテム」を送ることもできます。

テキストメッセージが送れます。 画像を送ることができます。

施術記録などのカードが遅れます。 おすすめのアイテムなどが送れます。

メッセージのやり取りができます
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お客様にメッセージを送る

応用編

つながっているお客様にはアプリでメッセージを送受信できます。 
アフターケアや予約日の確認、事前カウンセリングや相談などを 
簡単に行えますし、一斉配信も可能です。

＜一斉に送る＞

① つながっている人全員に送る ② 条件で抽出して送る
カルテ選択から、「全てのカルテ」を
選択すると、つながっているお客様に
一斉に配信できます。

メッセージで、 
「一斉」タブを 
選択します。

カルテ選択の横にある虫眼鏡から、 
抽出条件を設定、送りたい人を選択す
ると、その方々に一斉配信できます。



40

アプリから予約を受け付ける

応用編
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アプリから予約を受け付ける

応用編

つながっているお客様からは、アプリからの予約の申込を受け付けたり、
外部の予約サイトに誘導することができます。

＜① 外部の予約サイトに誘導する＞
【設定】

つながっているお客様が予約のアクションをした際、 
外部の予約システムに自動誘導することができます。 

設定は、スタイリストさんのアプリで行えます。 

マイデータの「プロフィール」を選択し、 
予約URLに、誘導したいURLを入れるだけOKです。 

＊ アプリ内予約の受付を可能にしている場合、 
　 そちらの設定が優先されます。

お客様のアプリで・・・

「メッセージ」から予約 「マイデータ」から予約

予約したい 
スタッフとの 
メッセージを開き、 
右上のメニューボタンから 
「予約」を選択すると、 
スタイリストさんが 
設定しているURLに 
自動誘導します

スタイリストを選択すると、 
設定している URLに 
自動でジャンプします
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アプリから予約を受け付ける

応用編

＜② 美歴アプリの予約機能を活用する＞

【設定】

お客様のアプリで・・・

「メッセージ」から予約 「マイデータ」から予約

本マニュアルのP9～11に記載にしている、 
店舗管理画面の設定を行なってください。 
スタイリストさんのアプリでの設定は不要です。

メニューと 
日時を選択し、 
予約申し込みができます。
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アプリから予約を受け付ける

応用編

＜② 美歴アプリの予約機能を活用する＞

【予約確定処理】
予約リクエストに対する確定処理は、店舗管理画面で行います。 
リクエストはメールで通知されます。 
画面右上のベルボタンを押し、リクエスト内容を確認、 
リクエストされている日付をカレンダーで選択します。 
「予約申請を確定」を押すと、確定します。

※ 予約確定通知、および予約前日通知（前日12:00頃）がお客様宛に自動で配信されます。
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「クーポン」を活用する

応用編
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誕生月にお祝いクーポンを発行する

応用編

「クーポン」カードを活用し、例えば、VIPなお客様限定で、 
お誕生祝いのクーポンカードを登録できます。

【設定】
店舗管理画面で、「クーポンカード」の雛形を作成します。

クーポンカードを作成すると、所属スタッフの 
アプリからお客様に贈ることができるようになります。



46応用編

＜カルテ一覧で検索をし、個別のメッセージを送る＞

誕生月を指定し検索し、 
送りたいお客様を選択

カード新規作成の「クーポン」タブで、
設定済みのクーポンを選択

作成ボタンタップ
「共有」ボタンから、 
メッセージ送信



47応用編

お客様のアプリで・・・

メッセージにクーポンが
届いています。

マイデータの「クーポン」にも
自動保存されます

「使用済み」管理も 
簡単に行えます
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アプリで商品を販売する

応用編
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アプリで商品を販売する

応用編

顧客に対して、店販商品をいつでもどこでも購入いただける環境を 
簡単に構築できます。 

【設定】
店舗管理画面で、送料や商品の設定を行います。
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アプリで商品を販売する

応用編

【設定】
店舗管理画面で、送料や商品の設定を行います。
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アプリで商品を販売する

応用編

＜メッセージで商品情報をお客様に送る＞

商品情報を送りたいお客様の 
メッセージでアイテムボタンをタップ

商品を選択し、送信

お客様のアプリで・・・
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アプリで商品を販売する

応用編

お客様のアプリで・・・
「オンラインショップ」でつながっている店舗の商品カタログから
セレクトすることも可能です。

支払い方法：クレジットカード、または代引きから選択できます。

注文内容の確認、ステータス管理（決済実行）は、店舗管理画面で行います。

発送が完了したら、発送済みにするボタンを押し、処理が完了となります。
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アプリでクーポンを販売する

応用編
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アプリでクーポンを販売する

応用編

商品販売機能では、「クーポン」カードの販売も可能です。 
例えば、月１回使えるトリートメントチケットの販売など、 
サブスク型のサービス提供も可能になります。

【設定】

店舗管理画面で販売したいクーポンカードを作成します。
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アプリでクーポンを販売する

応用編

【設定】

商品登録で、クーポンタブにて、販売したいクーポンを選択し、
販売価格等を選定します。
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アプリでクーポンを販売する

応用編

＜Check！＞

その後の販売の流れ、購入の流れは、通常の商品と同じです。

月１回使えるチケットなど、サブスク型サービスを販売する 
場合は、「定期購入」の設定をしましょう。

店舗管理画面

お客様のアプリの商品購入画面で 
定期購入が選択できるようになります。 
この方法で購入すると、購入周期に合わ
せた自動決済が行われるので、 
購入手続き、管理がラクになります。
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ポイント管理機能を活用する

応用編
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ポイント管理機能を活用する

応用編

店舗管理サービスでは、ポイントの発行・管理も可能です。 
ポイントは店舗側のルールで自由に発行・消費をすることができます。 
顧客サービス向上、紙のスタンプカードの移行などに活用いただけます。

ポイント付与は、店舗管理画面で行います。

「カルテ」からポイント付与したいお客様を選択します

グループ店舗の場合、共通ポイント管理ができます。

グループ店舗の他店ですでにポイント
を発行している場合、そのポイントと
ひもづけることができます。

ひもづけるカルテがない場合は、 
新規に発行します。
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ポイント管理機能を活用する

応用編

付与、または使用するポイントを入れ、いずれかのボタンを押します。

お客様のアプリで・・・ お客様側のアプリでポイント使用を 
実行することも可能です。


