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概要



3レジ機能概要

美歴のレジ機能は、有料プラン契約ユーザーに提供している「店舗管理画面」で
カルテや予約情報と連動したレジ打ち（売上登録）、入出金管理、レジ締め、会
計データ等の帳票出力が行えます。 
美歴だけで、予約・カルテ管理・レジ・会計管理までを一気通貫で完結できる 
ので、サロンワークの効率化や情報活用の可能性が大きく広がります。

レジ/売上登録機能 ・レジ打ちができます。 
　予約表と連動して活用すれば、 
　メニューの選択も不要なのでラクです。 
　また、レジ打ちした情報は、本日の施術 
　記録が自動で生成されるので、スタッフの 
　カルテ管理も効率的になります。 
　Webレシートやレシートプリンタ連携、 
　Square連携によるキャッシュレス決済も可能です。

入出金管理機能
・現金の入出金管理ができます。 
　売上に伴う現金の入出金はもちろん、 
　レジ金からの支払い（出金）や 
　売掛金、釣り銭準備（入金）情報の管理が 
　できます。

レジ締め機能

・毎日のレジ締めができます。 
　売上に伴う現金入出金、売上以外の入出金情報を 
　元に営業終了時の現金残高チェックができます。

レポート機能
・レジ締めが完了した期間の会計データや、 
　スタッフごとの売上データを出力できます。 
　CSVデータとしてダウンロードもできるので、 
　税理士や会計士への提出資料として、 
　そのままご利用いただけます。
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設定



5レシート設定

弊社指定のプリンターと連携することで、紙のレシート出力が可能になります。 
また、Web上でレシート情報を確認できる「Webレシート」も対応できます。 
「Webレシート」はプリンターと連携しなくても運用可能です。

レシートプリンターについて
2022年6月時点で連携できるレシートプリンターは下記です。 
各サロン様にて、直接ご購入ください。

和信テック株式会社
「WS-V330L クラウドレシートプリンター」
https://www.washintech.co.jp/v330l-r

プリンター設定方法

１．プリンターwifi設定 
　上記のレシートプリンターで以下の流れに沿って設定を行ってください。 
　プリンターを、美歴の店舗管理画面と同じWifiに接続するための設定です。 
　これをすることで、美歴の管理画面から行なったレジの情報がプリンターに飛び、 
　紙のレシートが自動で出力されます。 

　（１）プリント用紙をセット 
　（２）プリンターのFEEDボタンを押しながら電源をON 
　　　　→プリンター情報がレシートに印字される 
　（３）funcボタンを押してレシート出力 
　（４）funcボタンを長押ししてレシートを出力 
　（５）プリンターからPrinterという名前のwifiが飛ぶので、お店のPCやスマホを接続 
　（６）（４）で出力されたレシートに記載されているIPアドレスをブラウザに入力 
　（７）ブラウザに表示されたプリンター管理画面からadmin/adminでログイン  
　（８）ログイン後の画面からインターネット接続するためのwifi情報を入力し、 
　　　　インターネットへ接続 
　      　→接続したwifi情報がプリンターからプリントアウトされれば完了です。

↓次ページに続く

https://www.washintech.co.jp/v330l-r


6レシート設定

２．美歴とプリンターの連携 
　（１）管理画面右上のメニューから、「レシートプリンタ設定」を選択

　（２）プリンターのコード、ロゴ、自由記述欄を登録

・「pid」は、プリンターwifi設定時、最初に出力される用紙に記載されています。 
・ロゴは、レシートの上部に表示されます。画像サイズは30KBが上限です。 
・自由記述欄は、レシートの最下部に表示されます。 
　季節に合わせたお店からのお知らせなどをセットすると良いでしょう。 
　（適宜変更可能です）

※ Webレシートについて

・レシートプリンターを設定すれば、自動的にWebレシートの設定も完了となります。 
・「レシートプリンターは不要で、Webレシートのみ対応したい」場合は、 
　美歴管理画面のレシートプリンター設定で「pid」を入力せず、ロゴと自由記述欄だけを 
　設定すればOKです。



7Square連携設定

「Square ターミナル」を利用しているサロン様は、 クレジットカードや交通系
電子マネーなどのキャッシュレス決済と美歴のレジを連携することができます。

Square ターミナル について
Square が提供するキャッシュレス決済端末です。 
各サロン様にて、直接ご購入いただき、審査の申請等を行なってください。

連携設定方法

https://squareup.com/jp/ja/hardware/terminal

０．前提
上記のSquareターミナルの購入、Squareへのアカウント登録や、 
クレジットカード決済取扱いの認証が完了していること。 
※詳しくは、Squareに直接ご確認ください。

１．管理画面右上のメニューから、「Square連携」を選択

↓次ページに続く

https://squareup.com/jp/ja/hardware/terminal
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２．Squareの認証画面に飛ぶので、Square アカウントでログイン

3．認証できたら、美歴管理画面に戻り、「リロード」ボタン

↓次ページに続く
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４．「デバイスコード」をSquareターミナルに入力 

　　美歴店舗管理画面で「デバイスコード」が発行されます。 
　　 Squareターミナルで、「ログイン」>「端末コードを使う」を選択、 
　　デバイスコードを入力。

美歴で発行された「デバイスコード」を 
Squareターミナルの「端末コード」に入力。 

「Squareのシステムを使用しています」が 
ターミナルの画面に表示されます。 

店舗管理画面の「リロード」ボタンを押し、 
ステータスが「アクティベート済み」に 
変われば、設定完了です。 
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運用詳細

営業開始前

　・釣り銭準備金等の入出金の登録（必要であれば）



11基本的な運用フロー

・釣り銭準備金等の入出金の登録（必要であれば）

・施術後、技術/店販レジ打ち 
・店販のみ購入者のレジ打ち 
・売上以外の現金入出金を適宜登録

・レジ締め

営
業
開
始
前

営
業
中

営
業
後 ・売上データの確認、社内報告等

・売上、会計データをCSVダウンロードし、活用

月
次 
/ 
年
次
締
め
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運用詳細

営業開始前

　・釣り銭準備金等の入出金の登録（必要であれば）
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実際のレジ金残高と、美歴に登録されている残高に間違いないか、確認にします。 
営業開始前に釣り銭用の現金を新たに追加したり、レジ金から支払い対応等を 
した場合は、現金入出金情報として登録します。

営業開始前

釣り銭準備金等の入出金の登録

店舗管理画面の「現金入出金記録」メニューを使用します。

「現在の現金」残高と、レジにある現金に差がないか確認しましょう。 
営業前に釣り銭用で現金をレジに追加した場合は、その金額を「入金」情報
として登録します。

入力例

必要事項入力後、 
「登録」ボタンで 
現金入出金が 
記録されます。
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営業中

 ・施術後、技術/店販レジ打ち 
 ・店販のみ購入者のレジ打ち 
 ・売上以外の現金入出金を適宜登録

運用詳細
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お客様施術後、お会計を行います。 
予約情報を登録しておけば、メニューや金額などが反映されたレジ画面が 
表示されるので、とても効率的です。

営業中

施術後、技術/店販レジ打ち

予約カレンダーからのレジ打ち

店舗管理画面の「カレンダー」にて、お会計したい予約帯をクリックします。

「レジに進む」ボタンを押します。
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営業中

施術後、技術/店販レジ打ち

予約内容が反映されたレジ画面が表示されます。 

・追加メニューがあった場合は、「メニュー」にて追加 
・店販商品の購入があった場合は、「アイテムカタログ」から商品を選択 
（※店舗管理画面の「EC」メニューであらかじめ商品情報を登録する必要があります） 
・割引や、ポイント利用があればその内容を技術/店販それぞれ入力 
・支払い方法と預かり金額を入力

上記箇所の確認、入力ができたら、確認->確定 でレジは終了です。
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営業中

施術後、技術/店販レジ打ち

レジを確定すると、その内容が反映された
「施術記録カード」が自動で生成されます。 

担当スタッフは、美歴 for Business アプリ
から、レジで登録した内容以外の情報を 
追記するだけでOKです。

レジ内容が反映された 
施術記録カードが「作成途中」 
状態で自動で生成されます。

※レジ後、生成された施術記録カードは、 
　・担当スタイリスト 
　・来店日、時刻 
　・メニュー 
　・支払い方法 
　・金額 
の変更はできませんので 
ご注意ください。
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営業中

施術後、技術/店販レジ打ち、店販のみ購入者のレジ打ち

「レジ」画面からレジ打ち

「レジ」メニュー画面から、カルテを選択、直接内容を打ち込むことも可能です。 
予約登録していない場合や、店販商品のみ購入にいらした場合には、 
この方法でレジ打ちをするのが便利です。

レジ打ち当日に予約登録されちるカルテの 
一覧が表示されます。 
ここからレジ打ちしたいお客様を選択することが
可能です。

予約登録していない場合は、カルテ検索から対象のカルテを 
探し、選択することも可能です。

対象のカルテを選択後の操作は、カレンダーからの操作と同じです。 
予約メニューを登録していない場合は、一からメニューを選択します。
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営業中

施術後、技術/店販レジ打ち

Square連携している場合
お支払い方法で、「クレジットカード」または「交通系電子マネー」を選択し、 
レジ内容を確定すると、Squareターミナルにデータが転送され、 
ターミナル端末での決済が行える状態になります。

支払い方法で、 
クレジットカード または 
交通系電子マネーを選択し、 
「確認」ボタン 

「確定」ボタン 

店舗管理画面にローディングが表示
され、Squareターミナルの画面が
決済受付状態になります。

決済が完了したら、美歴にデータが 
転送され、レジ完了画面になります。
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営業中

施術後、技術/店販レジ打ち

レシート設定している場合

レジが完了すると、WebレシートのURLが表示されます。 
レシートプリンター設定している場合は、紙のレシートが自動で出力されます。

【Webレシートの共有方法】 

・店舗管理画面のQRコードをお客様に 
　提示し、スマホで読み取ってもらう 

　または、 

・スタッフが自分のスマホやタブレットで 
　管理画面のQRコードを読み取り、 
　Webレシートに表示されるQRコードを 
　お客様に読み取ってもらう 

　上記いずれかの方法で、お客様に 
　共有できます。 
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営業中

売上以外の現金入出金を適宜登録

営業時間中に、売上以外の現金入出金があった場合には、 
「現金入出金記録」にて、内容を記録します。

入力例

登録する際、「メモ」欄に 
詳細を記録しておくと、 
締め作業を行う際に、 

チェックがしやすくなります。
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営業後

・レジ締め 
・売上データの確認、社内報告等

運用詳細
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営業後、売上を含むすべての入出金の登録が完了したら、レジ締めを行います。

営業後

レジ締め

レジ締めは、店舗管理画面の「レジ」メニュー内の「レジ締め」ボタンから 
行います。

レジ締めの対象期間を設定し、「次へ」ボタンを押します。 
基本的に毎日行うものなので、デフォルトでは、当日の日付が 
自動で反映されていますが、期間の変更も可能です。
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営業後

レジ締め

現在の現金額です。 
この金額と、実際のレジ金が 
合致しているかを確認しましょう

レジ締め対象期間の売上一覧です。 
現金以外の支払い方法による 
売上も表示されます。

レジ締め対象期間の売上以外の 
現金入出金一覧です。

美歴上の現金残高と、実際の現金に相違がなければ、レジ締めを完了します。 
「レジ締めに伴う出金」については、銀行に夜間窓口に預ける等で 

レジから出金をする際に、その金額を入力します。 
レジ締め完了後の現金残高は、この出金を差し引いた金額になります。 
＝この機能により、翌日のレジ開始手続き等が不要になります。

※美歴上の現金残高と実際の現金残高に相違がある場合は、レジ締め完了前に 
　「現金入出金登録」を活用し、誤入力情報を調整することができます。
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営業後

売上データの確認、社内報告等

レジ締め完了後、その日の売上データや会計データを簡単に出力できるので、 
社内報告等をスムーズに行うことができます。

店舗管理画面の「レポート」>「会計データ」でレジ締めが完了している 
データを確認できます。

詳細を確認したい行をクリックすると、データ詳細が表示されます。
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営業後

売上データの確認、社内報告等

「CSVデータ」をダウンロードすることも可能です。

リアルタイムの売上情報や任意の期間の売上を確認したい場合
「レポート」＞「集計データ」で確認できます。レジ締めが終わっていない日の
売上や任意の期間の売上を確認したい場合はこちらが見やすいです。
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営業後

売上データの確認、社内報告等

スタッフ別の売上データ確認

店舗管理画面の「レポート」>「スタイリストデータ」で施術記録カードに 
登録されている売上の、スタイリスト別に集計された一覧を取得できます。

※このデータは、レジ締め完了有無に関係なく、施術記録カードに 
　登録されている売上データが集計されます。 
　よって、レジ機能を活用していなくてもレポートを出力することは 
　可能ですが、当然ながら、施術記録カードの料金欄に、 
　正確に金額を入力していないと、正しいデータにはなりませんので、 
　ご注意ください。
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月次/年次締め

・売上、会計データをCSVダウンロードし、活用

運用詳細
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月次/年次締め

売上、会計データをCSVダウンロードし、活用

前述している通り、会計データやスタイリストデータはCSVダウンロードが 
可能です。月次や年次の決算作業や、外部委託先へ提出するデータとして、 
ご活用いただけます。

会計データのCSVダウンロード

店舗管理画面の「レポート」>「会計データ」から月次単位で、日別の会計
データを出力できます。※レジ締めが完了しているデータのみ出力されます

エクセル等で開くことが可能です。

※文字化け防止のために、項目名はすべて英語で表示されます。 
id：システムが自動で付与しているID
from_datetime：レジ締め計算開始日時
to_datetime：レジ締め計算終了日時
sales_cash_amount：現金支払い売上合計（税抜き）
sales_credit_card_amount：クレジットカード支払い売上合計（税抜き）
sales_other_amount：その他支払い売上合計（税抜き）
sales_subtotal_amount：売上合計（税抜き）
sales_total_tax：消費税
sales_total_amount：売上合計（税込）
start_cash：レジ締め計算開始日時 における、現金残高
in_cash：レジ締め計算対象期間における、現金入金額
out_cash：レジ締め計算対象期間における、現金出金額
current_total_cash：レジ締め計算終了日時時点の、現金残高
created_at：データ生成日時（レジ締め実行日時）
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月次/年次締め

売上、会計データをCSVダウンロードし、活用

スタイリストデータのCSVダウンロード

店舗管理画面の「レポート」>「スタイリストデータ」から指定期間単位で、 
スタッフ別の売上データを出力できます。

会計データ同様エクセル等で開くことが可能です。
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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

