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概要



3概要

スタッフカスタマー

店舗

・商品提案・商品購入

・商品登録,管理 
・購入情報管理 
・商品発送

美歴のEC機能は、お客様が「美歴アプリ」でつながっているスタッフが所属
する店舗の商品をいつでも購入できる仕組みです。

・カスタマーが購入するため 
　には、美歴アプリが 
　必要です。 

・カスタマーが商品受け取り 
　方法を「配送」で指定した 
　場合、店舗側で配送手続きが 
　必要です。 

・購入決済方法は、 
　代引きとクレジットカード 
　から選べます。 
　代引きは、運送会社との 
　契約が別途必要です。 

・売り上げ金額に対して5%が 
　手数料となります。 
　※クレジットカード決済 
　　手数料は、この中に 
　　含まれます

おさえておくべきこと



4お金の流れ

クレジットカード決済と代引きで入金フローが異なります。 
支払いタイミングは代引きの場合、運送会社と店舗様間での取り決めとなります。

11月 12月

クレカ決済 
15,000円

代引き決済 
5,000円

入金タイミングの例

【クレジットカード払いの場合】 
　・お客様が決済した金額は、一旦、クレジットカード代行会社から美歴に 
　　振り込まれます。 
　・月末締めで、当月決済完了した売上から手数料５％を差し引いた金額を、 
　　翌月末に店舗が指定する口座に美歴からお支払いします。 

【代引きの場合】 
　・月末締めで、当月発送手続きが完了した売上の手数料５％を美歴が 
　　翌月に店舗様へご請求します。 
　（通常、クレジットカード決済の方が多いため、そこから差し引きます）

クレカ決済 
3,000円

11月の美歴EC売上  
23,000円
【クレカ決済 店舗への支払い】 
18,000円 - (18,000×5%）＝17,100円

【代引き決済 店舗への請求】 
5,000円×5% = 250円

差し引き支払い金額：17,100円 - 250円 ＝ 16,850円

翌月最終営業日に 
美歴からお支払い



5全体運用フロー

カスタマー スタッフ 店舗 運送業者 （株）美歴

アプリ 
ダウンロード

カスタマーと 
つながる

スタッフと 
つながる

各種設定

商品購入

購入内容確認

配送

商品準備 
（梱包）

代金を店舗へ

ステータス 
変更

商品受け取り 
（代引きの場合 
支払い）

代金受取

月末締めクレカ 
売上受取

P6～

P14

P18～

P23～

商品提案 P15～

店舗受け取りの場合、 
来店時に商品お渡し

翌月末支払い 
（または請求）

P26～
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必要な設定

EC機能に関わる設定、管理は 
全て店舗管理画面で行います



7EC設定

「EC設定」にて、送料と代引き手数料を設定します。 
購入金額に応じて、購入者負担とするか、店舗側の負担とするか、を設定する
ことが一般的です。

美歴のポイント機能を利用している場合、 
そのポイントを商品購入時にお客様が 
利用できるかどうかを設定できます。



8商品設定

商品は、各店舗毎に設定します。 
登録している商品は、いつでも表示のオン/オフ設定が可能です。 
また、「定期購入」を可とした場合、所定のタイミングで自動購入を 
することもできます。

新規商品登録の場合



9商品設定

「クーポン」を商品として 
販売することも可能です。 
詳細説明は別ページで。

１商品あたり最大６枚まで 
画像を登録できます。

アプリに表示される商品名

税抜きの価格を入力。 
アプリ上の表記は税込になります。 
税率は一律10%です。 
軽減税率商品は取り扱わないよう
お願いします。

定期購入を可とする場合、 
オンにします。

定期購入の場合の価格と、 
最低購入回数を入力します。 
カスタマーが定期購入途中でキャン
セルしても最低購入回数でしている
回数まではは必ず決済されます。

アプリに表示される商品の説明文

「有効」になっている商品が 
アプリに表示され、購入が可能と
なります。

商品のカテゴリを設定できます。 
設定しておくと、カスタマがー 
検索しやすくなります。



10商品設定　- クーポン -

施術チケットなど、物販以外のものを商品として販売することも可能です。 
「クーポン」で設定したものを商品として登録する流れになります。

＜クーポンを設定＞

クーポンの名称

クーポンの内容

販売する場合は有効期限は設定不要

画像１枚まで登録可能



11商品設定　- クーポン -

新規に商品として 
クーポンを登録の場合



12商品設定　- クーポン -

設定したクーポンから、 
商品として登録したいものを選択
します。

税抜き価格を設定

定期購入可否を設定。可にし
た場合、価格と最低購入回数
の設定をします。

購入可能にするためには、 
有効にします。

商品のカテゴリをタグとして 
設定できます。
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商品を提案する



14アプリでカスタマーとつながる

カスタマーが美歴のECで商品購入できるようにするには、 
アプリをダウンロードいただき、スタッフさんと「つながる」ことが 
必要となります。

お客様に美歴アプリをダウンロードいただき、つながる流れは 
↓こちらの動画をご確認ください。

https://youtu.be/W8QDjYHrlzg

カスタマー向けのPOPも 
用意しています。A4の 
PDFデータをお渡しします。

https://youtu.be/W8QDjYHrlzg
https://youtu.be/W8QDjYHrlzg


15スタッフが商品を提案する

スタッフは、つながっているカスタマーに対して、オススメしたい商品を 
いつでも提案可能です。 
提案方法は、「施術記録カードに添付」「メッセージで送る」の２つです。

施術記録カードに添付して提案
施術記録カードの共有情報内一番下の「アイテム」欄に、 
お客様に提案したい商品を添付し、共有します。 
施術中にお伝えした商品、店頭で購入いただいた商品を貼り付けることで、 
お客様は、「そろそろ無くなりそうだから、アプリで注文しよう」とか、 
「この間オススメされた商品、やっぱり購入しよう」といった行動促進を 
期待できます。

アイテム欄をタップ アイテム選択 右下ボタンタップ

メッセージで共有



16スタッフが商品を提案する

メッセージで提案
メッセージは個別に送る方法と、一斉配信が可能です

＜個別配信＞
送りたいカルテの 
右上ボタンタップ メッセージをタップ メッセージ左下 

ボタンをタップ

「添付」ボタンタップ送りたい商品の送信ボタンをタップ



17スタッフが商品を提案する

メッセージで提案

＜一斉配信＞

メッセージの 
「一斉」タブ

新規作成
全てまたは、 

抽出して送りたい人を 
選択

「アイテムカタログ」から 
商品を選択メッセージを入れて送信
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カスタマーが商品を購入する



19カスタマーがアプリで購入する

カスタマーは、商品のカタログから自分でセレクトして購入することはもち
ろんスタッフからオススメされた商品を購入することもできます。 
スタッフはカスタマーごとに最適な商品をいつでも提案が可能です。

商品カタログから スタッフからの 
メッセージから 共有された施術記録から

どこからいっても、 
必ずこの商品詳細画面が 
表示されます。 

購入手続きを進めたい場合は、 
「カートに追加する」または 
「定期購入する」ボタンで 
次に進みます 



20カートから購入

購入したい商品を選んでカートに追加したら、受け取り方法や 
支払い方法を設定して購入を完了させます。

代引きか、クレジットカードを 
選択します。 

クレジットカードは未登録の場
合、まずは「クレジットカード
設定」から登録が必要です。 
一度登録すれば、その後は 
選択肢に出てきます。 

店舗受け取りか、 
配送による受け取りかを選択し
ます。配送の場合は配送先の住
所を選択します。 
住所未登録の場合は、 
「配送先」から登録します。 



21定期購入

定期購入を可能とする設定の商品は、定期購入ボタンが表示されます。 
カスタマーは購入数を指定し、手続きをします。 
※定期購入は、カートからの購入手続きはできません

購入周期を設定します。 
カスタマーが任意で決めること
が可能です。 

購入する個数を入力します。 
ここでしてした個数で、 
購入周期のタイミングが来たら 
自動購入となります。 

カート同様、支払い方法と 
受け取り方法を指定します 



22購入キャンセル

店舗が配送（受け渡し）ステータスを変更する前であれば、 
カスタマーはいつでも購入キャンセルが可能です。

マイデータの 
注文履歴

キャンセルしたい 
注文を選択

購入キャンセルで 
完了
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注文管理



24注文の通知

カスタマーがアプリから商品購入すると、管理画面のログインメールアドレス 
および、スタッフのアプリに通知が届きます。



25注文内容の確認とステータス変更

注文の管理は店舗管理画面でのみ行えます。 
ステータスを変更することでクレジットカードの決済が実行されますので、 
忘れずに行いましょう。

未処理の注文がある場合、 
バッジで件数が表示されます。

注文内容の詳細は、右端の 
矢印ボタンを押します。

配送の場合 店舗受け取りの場合

代引きの場合は、 
代引き手数料が表示されます。

代引きの場合は、 
代引き手数料が表示されます。
商品の配送手続きや受け渡しが 
終わったら、このボタンを押し
ます。これで、完了です。
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月末締め



27美歴からの報告書

毎月１日から月末までに決済が実行された注文の売上を集計し、 
（クレカは決済ベース、代引きは発送完了ステータスベース） 
企業単位の報告書を原則翌月第一営業日にメールでお送りします。

全店の注文情報をまとめて、売り上げ金額、手数料、差し引き振込金額を 
レポートにし、ご提出します。 
担当スタッフ（不明の場合もあり）も明記しますので、 
報酬計算にもご活用いただけます。

計算月翌月末に、指定口座にお振込
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【お問い合わせ先】

株式会社美歴
カスタマーサクセスチーム

support@bireki.jp

問い合わせフォーム

または

mailto:support@bireki.jp
mailto:support@bireki.jp
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ldng-pjock-026eea56b434c2d54aa431a5579d7346

