
３．例会受付

3-1 受付登録

3-2 テーブル一覧

3-3 一括仮受付

４．その他

５．マイページ

６．今後の予定
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3 例会受付

回数を確認してください。

3-1 受付登録

初回(一人も受付していない状態)は、事前準備として上記画面で過去の相席調査しますので若干時間が
かかります。人数が多いほど時間がかかりますので事前に１名だけでも受付しておけば、次からはスムー
ズに画面が切り替われます。
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会場絞り込み
自会場
ゲスト
他会場

他会場全部
指定他会場

来場絞り込み
来場者
来場予定者
未着者

クリックするとボタンがくぼみます。再度クリックで解除します。
サンプルの場合、会場指定無しの予定者を表示。

メモ
ドタ参の場合、この状態では名前が出て来ません。
予定ボタンをクリックして立体にすると全員が表示されますのでその中から受付して下さい。
⇒それでも名簿に無い未登録者は受付時点で登録が間に合いませんので適当な席にご案内下さい。

氏名検索

下部のかなをクリックすれば、その文字から一覧表示します。
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例会受付

２通りの方法

会員番号入力(バーコードリーダー)
氏名クリック

(領収書バーコード利用の場合)

１．例会会費支払い
２．領収書渡し(バーコード)
３．例会受付
４．領収書バーコード読み取り

領収書無し受付も可能です。
会員名と社名、参加費を表示するようになりました。
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3-1-1 受付確認

テーブル番号

テーブル設定、仮受付(後述)している場合は指定番号。
自動の場合は、過去の相席状況から計算します。

⇒テーブル番号をお伝え下さい。

(チームはチーム制導入会場さんです。)

コメント
１行目 会員区分、他会場名、ゲストの場合は紹介者名
２行目 ブース、チラシ、商談報告等の予定

参加費が表示されます。ブース出展料徴収の場合は加算されます。(環境設定)

次操作

会員番号入力の場合は、そのまま次の入力
氏名クリックの場合は、「Ok」ボタンで一覧画面に戻ります。※Okと戻るボタンは一緒です。

受付間違い

受付中止 受付前に戻す
自動でテーブル決定の場合は次回は変わります。
固定の場合は何回受付しても変わりません。

受付取消 テーブル設定解除可

テーブル固定者のドタキャン等の場合、固定も取消出来ます。
他の会員さんに席を譲ります。
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受付済

氏名(社名)の背景色が変わり、右端にテーブル番号が表示されます。
再度クリックしてキャンセル(取消)できます。

受付モードの表示(環境設定状況)

領収書バーコード
性別考慮
２回目以降固定(テーブル固定者)
受付残り割合のテーブル詰め

受付状況の表示

* ログ(記録) 受付記録と精算用の小計を表示します。
(消去) 明細記録の消去 精算用小計はそのままです。

* 受付集計 受付状況を集計します。
請求書 欠席者に請求書を発行します。

* アレルギー アレルギー登録者のテーブルを表示します。
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3-1-2 受付ログ

受付順に一覧表を表示・印刷します。

右端には、領収書番号が表示されます。(領収書バーコード使用時)

チェック行は、今現在の集金金額です。受け付けが途切れた時に現金と合わせて下さい。
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3-1-3 受付集計

受付人数の集計を表示します。

※チームは「みなと神戸」オリジナルです。
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3-1-4 アレルギーチェック

会員登録で食物アレルギー登録の一覧です。
後の回の車座のテーブルで食事が多いので、その回のテーブルごとです。

会場(ホテル)側で対応可能でしたら、ホテル側と共有して下さい。

3-1-5 欠席登録

該当者右クリックで該当者の背景色が変わります。
再度右クリックで解除されます。

当日ドタキャンなどの欠席者がすぐ分かるようにするものです。

※色を変えるだけで、固定席の解除などはしません。
固定席の解除等は受付登録の解除ボタンで処理します。
この状態でも受付可能です。

－76－



他会場からの受付について

バーコードで受付していて他会場の会員証を読み込む場合

バーコード読み込み時下記のメッセージが出た場合、

システムでは、他会場の方は７で始まる仮番号で登録されています。

「はい」をクリックすると

他会場の一覧が表示されますので該当の方をクリックしてください。

システムでは、仮番号を会員証の番号に振り替えます。

次回からはその会員証で警告なしに受付します。

※ 名簿共有している会場間は会員番号は共通ですので自会場の会員証で受付出来ます。

－77－

他会場で発行された会員番号は自分の会場では管理していない為アンマッチとなります。

今回の例会では、その他会場の方は参加申請されていますので名簿には有るはずです。



3 例会受付

3-2 テーブル一覧

受付後のテーブル一覧です。
テーブルの移動が可能です。
テーブル分布の確認が出来ます。

ゲスト
性別
他会場

１回目と２回目以後の相席確認が出来ます。
テーブル決定後にテーブルはそのまま受付取消が出来ます。

名簿にテーブル番号印刷する場合
1 一括仮受付(後述)
2 当テーブル移動 ⇒ テーブル保持受付取消
3 名簿印刷
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分布確認

相席確認

赤文字は１回目に相席した会員です。

※受付順によって空いてる席に割り当てますので相席が避けられません。
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席移動

移動元と移動先の枠をクリックすれば入れ替わります。
最後に登録ボタンを押してください。

受付画面の氏名横のテーブル番号に反映されます。

青文字はテーブル固定者ですので移動できません。
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テーブル保持受付取消

ここで設定(確認)したテーブルを保持したまま受付を取り消します。

用途

あらかじめテーブルを決めておいて名簿に印刷したい。
受付でPCを使って出欠管理したい
⇔ 受付でPCを使わない場合はこの処理は必要ありません。

テーブル保持受付取消すると文字色が薄くなり、受付すると濃くなります。
この状態でもテーブル移動できます。
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ブロック指定有りの場合

テーブル設定でブロック登録している場合

ブロック間のテーブル移動はできませんので当画面もブロック単位で表示されます。
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ゲスト同行

この処理はテーブル移動を自動で行います。
何回目か確認の上、「ゲスト同行」ボタンをクリックすれば、紹介者のテーブルにゲストが移動します。

ケースの確認

a ゲスト・紹介者は初回のみ同テーブル

・テーブル設定にて固定者登録
・「テーブル固定者は2回目以降も同テーブル優先する。」はOff (環境設定)

b ゲスト・紹介者は2回目以降も同テーブル

・テーブル設定にて固定者登録
・「テーブル固定者は2回目以降も同テーブル優先する。」はOn (環境設定)

c ゲスト・紹介者は別テーブルで同テーブル

・テーブル設定にて固定者登録
・「テーブル固定者は2回目以降も同テーブル優先する。」はOff (環境設定)
・一括仮受付で固定者のみ受付
・テーブル一覧で「ゲスト同行」ボタンクリック
その後、全員のテーブルを決めておく場合は、
・一括仮受付画面にて左の「参加予定者全員受付」ボタンをクリックしてください。

受付でPCを使う場合は、テーブル一覧の「テーブル保持受付取消」をクリックしてください。
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3 例会受付

3-3 一括仮受付

用途

名簿にテーブル番号を印刷する
固定者(２回目はフリー)のゲスト及び紹介者等の２回目のテーブルを固定

参加予定者全員受付 全員受付します。
テーブル固定者のみ受付 テーブル設定で指定された会員のみです。

※ ゲスト同行の場合は一旦ここを使います。
受付取消 全ての受付を取消します。

※ 中途半端になった場合、全員受付→受付取消すると初期化されます。
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受付と名簿について

名簿にテーブル番号印刷

事前にテーブル席メンバーの把握が可能
受付時にPC異常があっても例会に影響しない。

欠席が多いとテーブルによって空席が片寄る

手順
1 参加登録
2 テーブル設定
3 一括仮受付
4 テーブル一覧(受付でPC使う場合は、テーブル保持受付取消)
5 名簿印刷

名簿にテーブル番号印刷しない

受付順にテーブルを決定
環境設定にてバランスよりテーブル決定
事務局手間が少ない

受付PCトラブルのリスク
テーブル番号の伝達が必要

手順
1 参加登録
2 テーブル設定
3 名簿印刷
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4 その他

レポート出力

業種マスター一覧 保留
業種別会員一覧表

産業分類業種コードを登録する
自会場の業種分類
例会参加時の業種分布

例会参加状況

過去２４回の会員例会活動状況のチェック
※PDFは12カ月分

イベント参加状況

ブース出展・チラシ発表・商談報告の実績

例会出席参加分析データ

自会場(正準)、他会場の例会参加分析データの出力

他の業務

例会補佐

タイムキーパー
抽選会

データバックアップ

手動バックアップ・リストア
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システムVerup

メニュー画面右上の「Ver」の文字を左クリック

インターネットに接続して下さい。
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更新データの検索をクリック

Verupボタンをクリック

複数行のVerupボタンが有れば上から順に最新まで実行してください。

過去の履歴を参照できます。
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ベースシステム「日本語データベース桐」について

当システムは、桐Ver9を基本ソフトとして作成しています。
２点考慮点があります。

１．漢字コード

UTFに対応していませんので旧字記号等が文字化けします。
Web参加申込みのメール送信は「日本語」でお願いしています。

２．桐の起動障害

「桐の起動に失敗しました」ていう内容のメッセージでシステムが立ち上がらない場合があります。
その場合は、特定フォルダ内のデータ(フォルダ)を削除すれば回復します。

桐のインストール場所を変更していない場合

C:\K3\KIRIV9\Profiles の中です。

当PCのコンピュータ名のフォルダを削除して下さい。

インストール先を変更している場合は、\KIRIV9\Profiles を検索してください。

メモ ネットワーク系の情報を管理しているフォルダのようですが、メーカーからの対策指示です。
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Web展開について

参加登録画面で
Webボタンをクリック

参加者、欠席者、未定者、保留者
イベント予定(ブース、チラシ、商談報告等)

特徴

事務局がチェック後ですので精度が高い
パスワード設定が任意
レスポンスが早い
専用Webサーバーを用意

運用コストがかかる

システムリモート接続について

現状、スタンドアローン形式で、１台のPCのみで稼働しています。
柔軟に機能の追加ができる半面

事務局さんの負担が大きい
PCのトラブル時にデータ照会できない
１名しか使えない

対策

システムを外部サーバーで運用して、リモートで操作する。

ＰＣトラブルから解放
複数の人が操作可能(ライセンス上同時には使えません)
緊急時に弊社で対応可能

運用コストがかかる。
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操作手順

1 ログイン
2 マイページオープン
3 プロフィール登録
4 業種登録
5 登録申請

1 ログイン

兵庫県大商談会を開きます。 URL https://www.scrmas.com/289/

個別にお知らせしてあるログインコードを入力します。

会員番号７文字 - マイコード ※マイコードは初期で５文字設定してありますが変更できます。
※間の－も入力します。

2 マイページオープン

会員の最新情報が表示されます。

スクロールが必要ですが１頁に納めています。

マイページ説明書
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3 プロフィール登録

個人のプロフィール情報を入力してください。 ※各項目必須ではありません。

各項目内で「改行」は使わないようにお願いします。
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4 業種登録

そちらのサイトから検索して入力してください。

また、特にアピールしたい事を補足として入力してください。

業種コードを登録しますが、8000にわたるコードから捜すのは大変ですので、コード検索を用意してあります。
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5 登録申請

さいごに「登録申請する」をクリックしてください。何度でもクリックできます。

→ しばらく申請中となります。事務局で受け付けて申請中が解除されます。

その他

画像を２種類登録できるようになっています。

・顔写真
・名刺写真

表裏登録する場合は１枚の画像に納めて登録して下さい。
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6 ご要望のまとめ 2019/9/27現在

会員管理

ゲスト過去チェック 複数の会場またがり
会員検索に氏名検索
会員データに備考欄
会員明細の保持バッジ更新タイミング
本部同期時、会員カード等の可否指定
所在地省略設定(大阪府大阪市→大阪市) 住所もsw

大阪府大阪市→大阪市、兵庫県神戸市→神戸市
退会者絞り込み・退会理由パターン
バッジ表彰緑タイミング見直し

例会準備

例会参加登録
商談報告見直し 他行化
個別メール(ゲストor紹介者or両方)
外部CSVファイルから受付登録

参加申請(Email)
メール受信 備考の表示、手修正
自動受信

テーブル設定
テーブル設定に業種考慮

参加者名簿
参加名簿にデフォルト表示、送信メールにデフォルトパラメータ

一斉メール
一斉メールの件名登録、済一括解除

Web展開
Web展開背景色指定
Web展開回数削除
Web展開事務局からのお知らせ(マイページ) 一斉メール内容も
Web展開管理者用名簿項目の設定
AI検索(活動ウェイト)
AI検査(NGワード、事業内容違い)
自動検索(希望業種、被希望業種)
他会場予定
Web展開から例会参加申請
Web展開に献立？
バナー広告？

受け付け

ＰＣ受け付け
ドタ参の受け付け
ドタキャンとドタ参テーブル入れ替え
音声受付

リポート

活動実績
退会者・例会不参加者管理

新業種一覧
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