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美歴 「Web予約」機能 設定/運用マニュアル
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「Web予約」機能 概要

美歴アプリを利用していないお客様でも予約できるWebページを、 
店舗が作成、運用できる機能です。（「美歴 店舗管理サービス」のオプション機能）

Web予約ページ

店舗管理画面

予約申し込み情報、カルテ情報自動反映

美歴
forBusiness

お客様

ページデザインは自由にカスタマイズ可能
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「Web予約」機能 特長

１ お客様は、美歴アプリ不要、会員登録不要で予約の申し込みが可能。

２ 申し込み情報は、美歴のカルテ情報と自動で名寄せ。

３ 予約ページデザインは、自由にカスタマイズ可能。何種類も同時運用も可能。

美歴アプリを利用していないお客様でも、Web予約が可能になります。 
予約申し込み時、会員登録も不要です。名前、メールアドレス（＋電話番号）のみで、 
手続きできます。

予約申し込み時に入力されたメールアドレス、または電話番号を元に、店舗が管理している 
カルテ情報と自動で名寄せされます。 
未登録のカルテであれば、新規に自動でカルテが登録されるので、店舗も手間なく 
管理できます。

Web予約ページは、htmlの編集が可能です。あらかじめ用意されているデザインを、 
店舗のイメージに合ったデザインに変更できます。（弊社による設定代行も可能 ※有料）

3



「Web予約」機能 利用開始の手続き

Web予約機能は、美歴 店舗管理サービスの有料オプション機能です。 
ただし、2021年12月31日までに利用開始いただいた場合、リリースキャンペーンとして、 
１年間（翌年12月31日まで）、無料でご利用いただけます。

キャンペーン利用の場合でも、利用開始のお手続きが必要になりますので、まずは１年間試したいというサロン様は、 
ぜひお早めにお申し込みください。

１．オプション申し込み手続き（貴社） https://bit.ly/3ENIEiC ←こちらが専用申し込みフォームです。 
店舗ごとにお手続きが必要です。

２．機能利用可能にする設定（弊社） 弊社が、申し込みいただいた店舗の管理画面でWeb予約の設定できるよう、 
機能のアクティブ化をします。

３．Web予約フォーム設定（貴社or弊社） 店舗管理画面にて、Web予約フォームの設定を行っていただきます。 
設定代行をご依頼いただいている場合、弊社が設定を行います。

弊社に設定代行をご依頼される場合は、ご要望のヒアリングをした上で、 
別途お見積もりの発行、注文書のご提出が必要になります。

４．Web予約フォーム公開（貴社） 設置したWeb予約フォームを「公開」にすることで、予約の受付が可能にな
ります。
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「Web予約」ページの基本仕様
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「Web予約」ページの基本仕様

予約ページ遷移

① フォームページ ② 確認ページ ③ サンクスページ ④ サンクスメール

※② 確認ページは省略することも可能です。 
※全てのページで、デザイン（メール文面）の 
　カスタマイズができます。 
※上記で紹介している画面は、デザインカスタマイズ 
　を施しています。
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「Web予約」ページの基本仕様

予約 フォームページの項目について

（１）「予約日」※必須項目
店舗管理画面で設定している「営業日」を明示します。 
予約が埋まっているかどうかはチェックしていません。 
直近14日間の情報を表示することができます。 
（カスタマイズにより、次の14日間の情報を読み込む設定が可能です。）

（２）「指名スタイリスト」※必須項目
「予約受付可能」設定しているスタイリストが表示されます。 
指名をしないお客様向けに、「指名なし」も選択肢として表示されます。

（３）「予約時刻」※必須項目
「予約日」「指名スタイリスト」で指定された情報をもとに、予約可能な 
時刻を表示します。 
この時点では、予約が埋まっているかどうかはチェックしていません。 
対象スタッフが稼働している時刻が全て表示されます。

7



「Web予約」ページの基本仕様

予約 フォームページの項目について

（４）「メニュー」※必須項目
店舗管理画面で設定している「施術メニュー」が全て表示されます

（５）「お客様情報」
① お名前　※必須項目

お客様のお名前を入力いただく項目です。 
この名前がカルテとして登録されます

② メールアドレス　※必須項目
「更新キー」に指定している場合、ここで入力されたメールアドレスとカルテ
に登録されているメールアドレスをマッチングします。 
登録済みの場合、新規にカルテ登録はされません。サンキューメールの送信先
としても使用されます。

③ 電話番号　※更新キー指定の場合、必須項目
「更新キー」に指定している場合、ここで入力された電話番号とカルテに 
登録されている電話番号をマッチングします。 
登録済みの場合、新規にカルテ登録はされません。
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「Web予約」ページの基本仕様

更新キー　について
カルテ更新キーとは 
　新規予約を行ったお客様を既存のカルテと紐づけるためのキーです。 
　ここで選択したものがWEB予約フォームの入力項目として表示され、予約時に入力 
　された値によって既存のカルテを検索してそのカルテの予約として登録されます。 

　例えばメールアドレスを選択した場合、WEB予約フォームにはメールアドレスの 
   入力項目が表示されます。 
   入力されたメールアドレスがinfo@bireki.jpだった場合、店舗内カルテの中から   
   info@bireki.jpのカルテを検索します。 
   カルテが見つかったら、そのカルテの予約として登録されます。 

入力された更新キーでカルテが見つかった場合 
　見つかったカルテの予約として登録します。 
　なお、このとき予約フォームで入力された名前は破棄され、カルテの名前が更新される 
　ことはありません。 

入力された更新キーでカルテが見つからなかった場合、複数見つかった場合 
　カルテを新規登録し、そのカルテの予約として登録します。 
　その際、カルテには入力された名前と更新キーの情報が登録されます。 

カルテ更新キーが未設定の場合 
　必ずカルテが新規登録され、そのカルテの予約として登録します。
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「Web予約」ページの基本仕様

予約可能日時チェック の仕様

入力ページの段階では、 
営業日、営業時刻の 
チェックのみ実行されます。 

予約枠が埋まっているかどう
かのチェックは、確認ボタン
を押したタイミングで実行さ
れます。

予約が埋まっている場合は、 
エラーメッセージが表されます。 
お客様には、再度希望の日時をご指定いただく 
流れとなります。
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「Web予約」ページ設定
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「Web予約」ページ設定

ページ公開までの流れ
設定は、全て「店舗管理画面」で行います。

① 定休日、営業時間設定

② 施術メニュー設定

③ スタッフの予約可否設定

店舗・スタッフ設定 予約ページ設定

④ ページタイトル登録

⑤ 更新キー設定

⑥ ヘッダー画像設定

⑦ ページ編集

⑧ ページ公開設定
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「Web予約」ページ設定

① 定休日、営業時間設定

営業時間設定 
　曜日ごとの営業時間を設定します。 
　ここで設定された時刻の範囲で、 
　Web予約ページの予約時間の選択肢が 
　表示されます。

休業日設定 
　定休日を設定します。 
　ここで指定された日は、Web予約ページでは 
　予約不可の日付として表示されます。
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「Web予約」ページ設定

② 施術メニュー設定

ここで設定されたメニュー名、 
価格、施術時間（分）が予約ページに 
表示されます。 

価格は税抜きで設定しますが、予約ページには、
税込で表示されます。

いつでも編集可能です。 
また、表示順も変更できます。 

ここで設定された順番通りに予約
ページに表示されます。
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「Web予約」ページ設定

③ スタッフの予約可否設定

「予約可能」をON、かつ、同時予約数が１以上に設定されて 
いる場合に、予約の受付が可能になります。 
同時予約数は、施術開始時刻が同じ予約を同時にいくつまで 
受け付けられるようにするか、の設定です。
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「Web予約」ページ設定

④ ページタイトル登録
「ページタイトル」は、予約ページのURLの一部になる管理名です。 
 日本語での登録も可能ですが、URL化されることを考えると、英数字で設定することをおすすめします。

設置したタイトルが、自動発行されるURLの 
一番後ろに設定されます。
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「Web予約」ページ設定

⑤ 更新キー設定

「更新キー」は、予約フォームから登録されるお客様情報と、お店が管理しているカルテ情報をマッチングする項目になります。 
 ※P9に仕様の詳細を記載しています。
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更新キーとして設定したいものを選択します



「Web予約」ページ設定

⑥ ヘッダー画像設定

ヘッダー画像は、予約ページの上部に表示する画像です。店舗のイメージが伝わる画像を設定しましょう。
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「NO IMAGE」部分をクリックすると、 
端末に保存されている画像の選択画面が 
表示されます。

デフォルトのデザインでは、横幅が100%で表示されますので、 
横長（縦が短い）の画像をご用意いただくことをおすすめします。



「Web予約」ページ設定

⑦ ページ編集
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フォームページ、確認ページ、サンクスページ、サンクスメールの 
htmlソースを編集できます。 

入力項目として指定されている項目（hiddenも含む）は、 
必須項目なので、削除しないようにしてください。 

項目の順序や、スタイルシートは自由に編集できますので、 
デザインを柔軟に変更することができます。 

html内にある、 
@foreach、@if、{{$menu["name"]}} などは、 
プログラム言語 「PHP」の「laravel bladeテンプレートエンジン」を
使用したプログラムです。 
デフォルトソース内にある{{ }}で囲まれた部分は、 
各ページで使用可能な変数となります。 



「Web予約」ページ設定

⑦ ページ編集
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設定代行を承ります
「デザインをカスタマイズしたいけどhtmlの編集等は無理・・・」というユーザー様向けに、弊社が設定を代行するサービスです。

① 設定代行のお問い合わせ（貴社）

② ご要望のヒアリング（弊社）

④ 注文書ご提出　（貴社）

設定代行のご依頼の流れ

③ お見積もり（弊社）

⑤ 設定、納品（弊社）

＜料金＞
３３,０００円～（税込）

弊社が用意している、デザイテンプレートをベースにした場合、上記最低価格で対応可能

▼デザインテンプレート例▼デフォルトデザイン



「Web予約」ページ設定

⑧ ページ公開設定
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公開フラグをオンにし、保存をすると、 
設定した予約ページが公開されます。 

公開をオフにしている間は、 
予約ページにアクセスしても、エラーページが 
表示されます。



設定代行 情報シート
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設定代行にあたってご検討いただきたい事項 23

下記についてご決定いただいた上で、弊社が設定を代行いたします。



基本設定

タイトル
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タイトルは、Web予約URLの一部になります。 
日本語の設定も可能ですが、URLとしては見栄えが良くないので、 
英数字をおすすめします（店舗名のローマ字表記等）



基本設定

確認ページ有り/無し
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予約フォームを入力後、入力内容の確認ページを表示するかどうかをお決めいただきます。

① フォームページ ② 確認ページ ③ サンクスページ ④ サンクスメール

このページを省略するかどうか。 
基本的には表示させる方が良いと考えます。



基本設定

カルテ更新キー
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予約フォームで入力されたお客様情報と、美歴で管理しているカルテ情報の 
マッチング（名寄せ）をどの項目で行うかを決めていただきます。

メールアドレス、電話番号、未設定の３つから選択できます。 
基本的には、最も登録されている可能性が高い「電話番号」で設定すること
をおすすめします。



基本設定

ヘッダー画像
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ページの上部に表示する画像をご用意いただきます。 
タテヨコ比で最もバランスが良い目安は1:4です。



デザイン

ヘッダー 店舗名カラー
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ヘッダー画像に重ねて表示する店舗名部分の色を指定いただきます。 
画像が濃い色の場合は白にするなど、見やすい色合いを指定ください。



デザイン

サンプル or デザインカスタマイズ
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美歴が用意している２種類のサンプルデザインから選択いただくか、 
一からデザインするか、になります。 

サンプルデザインであれば、最低価格（33,000円）で設定可能です。 
一からデザインする場合は、ご要望内容に応じてお見積りいたします。

【サンプルデザイン①】

・項目タイトル部分は背景色 
・スタイリストや時刻選択がプルダウン

【サンプルデザイン②】

・項目タイトル部分は左ライン 
・スタイリストや時刻選択がボタン式



デザイン

カラーモード選択
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サンプルデザインを選択した場合、全体の配色パターンを４つの中から選択いただきます。

<明るい配色> 
① Bright-red ： 明るい赤（ピンク）系の色がベース 
② Bright-blue： 明るい青系の色がベース 

<モードな配色> 
③ Dark-black：黒系の色がベース 
④ Dark-green：濃い緑系の色がベース



文言

サンクスページ文言
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予約フォーム入力完了後のページに表示するテキスト情報を決めていただきます。 
「お礼文言」「注意事項」「問い合わせ先」など



文言

サンクスメール文章
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予約フォーム入力完了後、お客様宛てに自動送信されるメールの文章をお決めいただきます。 
↓こちらはデフォルトで設定されている文章です。
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公式アカウントでも 
相談受付中問い合わせフォーム

 03- 5549-1742 support@bireki.jp

サービスに関するご質問、ご相談、お気軽にご連絡ください。

mailto:support@bireki.jp
mailto:support@bireki.jp

