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Ｆｒ顧客管理使用説明書
＜ファイルメーカーVer'10ランタイム版＞

ヘアサロンの毎日に業務から生れた顧客管理システムです。
顧客のデーター管理・毎日の売上管理・会計処理等が、簡単に使いながら入力できます。

検索項目と出力帳票類が多いので便利に使っていただけます。

 １章　メインパネルの説明（2P）
 
 ２章　初期設定
 　　１、会社登録（3P）
 　　２、項目設定（4P-5P）
 　　３、スタッフ情報（6P）
 　　４、技術項目（6P-7P）
 　　５、商品項目（7P）
 　　６、顧客情報（8P-9P）
 
 ３章　本日処理
 　　１、日付・スタッフ数変更
（10P）
 　　２、当日処理パネル（10P）
 　　３、受付表（11P）
 　　４、会計画面（12P）
 　　５、計算パネル（13P）
 　　６、会計日報／日時更新（13P）
 

４章　出力帳票
 　　１、月次資料（14P）
 　　２、担当者別売上表（15P）
 　　３、担当者別来店率（16P）

５章　顧客検索とリスト（16P-17P）

６章　年次更新
 　　１、顧客売上更新（18P）
 　　２、売上データ更新（18P）

７章　売上訂正（19P）

８章 出勤簿(19P) 

９章　ファイル修復
 　　１、FileMaker PRO製品版をお使いの場合　　
　　　（20P-21P）
　　　２、FileMaker PROランタイム版をお使い
　　　の場合（21P）

10章 iPadで顧客管理を行う場合(22P)

有限会社�フレシュール
札幌市中央区南2条西2丁目

http://www.freshure.net/db
E-mail �info@freshure.net

11章　バックUP(23P)

12章　レコードのインポート(読み込み) (24P)

13章　追加項目(25P-27P)
　　１、携帯メール一斉配信
　　２、顧客の期間指定で技術／商品売上の検索。
　　３、顧客フォトの入力
　　４、商品在庫の使い方

14章　顧客管理を利用して如何に集客につなげるか
　　　(28P)



Ｆｒ顧客管理説明書
１章　メインパネルの説明
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初期設定として
１、会社登録～６、商品項目
まで事前に入力してくださ
い。

顧客情報の登録を行います
８～９P

毎日の売上入力作業を開始
します。１０～１３P

会社登録で設定した事業年度
が終了した際に、旧データー
の整理をする際に使用しま
す。

画面サイズの拡大・縮小
が出来ます。（PCのみ）

表示モードの切り替えが出来ま
す。通常はブラウズで印刷画面
はプレビューです。（PCのみ）

このシステムの使用状況の確認が出来ます。

１５Ｐ

商品在庫の確認をします。

今年度の金銭出納帳・仕分元帳の
確認が出来ます。

日時更新後に担当者の変更等が行
えます。

担当者・スタッフのポイント売上

売上・人数の月別年間集計が得ら
れます。

週に一度はデータの保存をして下さい。PC使
用の場合は専用のUSBを差込んでから使用し
て下さい。iPad専用はiPad内に日常のデータ
のみ保存されます。

各種の月別データが得られます。

担当者別の再来店率が得られま
す。

担当者別の売上データの出力。

スタッフの出勤状態の確認。



２章　初期設定
　　１、会社登録
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店名・住所等の情報を入力してください。帳票
類やDMの印刷時に印字されます。

１年間で会社の決算状況に合わせて開始年月日
と終了年月日を入力してください。
店名設定の上の対象日付に年月日を入力すると
中央の緑枠の数字が変化します。
次年度の作業開始時に再入力が必要です。

９、の消費税率の数値を入力してください。
10、の税率計算は消費税計算をする際に、技術
売上と商品売上と夫々に計算してから合計する
か、２つの売上を合わせてから計算するかで１
円単位の相違が出ますので、サロンの計算に合
わせて設定してください。
11、は技術売上と商品売上夫々単位切捨て、及
び四捨五入するのかを選択してください。

会計入力の際に、担当したスタッフ別に仕事量を判断する際
に使用します。
比率分配は技術メニューの金額を１００％として技術項目設定
で入力した比率に分配されます。固定計算は技術項目で入力し
た数値がそのまま計算されます。

開始時のレジ金を入力して
ください。

携帯メールの一斉配信の際に必要です。契約サーバーの情報を基に入力
して下さい。
ポートの数字については、パソコンの種類によって変わる場合が有りま
すので、契約サーバーの解説書を参考にして下さい。
尚パスワードは入力された状態で表示されます。（P２４記載）

自店に合わせ
た金額を入力
しておくと、
7.8.の年度別
の顧客売上ラ
ンキングが受
付パネル他に
表示されま
す。
後日の変更も
可能です。



　　２、項目設定
　　　※行の削除は禁止です。
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顧客情報の入力の際、項目ごとに検索する際に
必要になりますが、設定内容は自由です。

予約を登録する場合のメニューを入力し
て下さい。右側の枠には予想される作業
時間を15分単位で入力して下さい。

商品分類　商品項目の設定時に選択項目として表示さ
れる項目です。（変更不可）

次ページ

顧客情報の登録の際
に必要になります。
任意に変更してくだ
さい。

技術分類　技術項目の設定時に選択項目として表示さ
れる項目です。（変更不可）

次ページ
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会計時に必要な科目の設定を行って下さい。
但し、売上Aは技術売上、売上Bは商品売上、消費税は
変更しないで下さい。
又、名称の重複不可です。

適用及びクレジットは、会計
入力及び出納入力の際に使用
します。任意に設定してくだ
さい。

出納科目設定を行う際には、決算報告の際に使用している科目名を使用すると便利です。
摘要欄には半角数字を先頭に入力しておくと会計入力の選択の際に番号順に整列表示されます。

スタッフの仕事量に合わせたポイント制を導入する際に設定する項目です。ここでは１
０分類以内にメニューに応じた分類名を入力して下さい。枠内に収まる様に必要に応じて
英数／カナは半角を使用して下さい。
技術項目の入力の際に必要な物と不要な物に分ける事が出来ます。
比率分配か固定計算かは会社登録のパネルで切り替える事が出来ます。

技術メニューに対しての分解項目です。
名称の変更は出来ますが、枠から出ない
様に文字数を調整して下さい。



　　３、スタッフ情報

　　

　　４、技術項目
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スタッフの登録人数には制限はありませんが、番号には半角２～３桁数字を使用し
てください。（例03・14・124等）
スタッフ別の売上集計等の計算の場合、番号で計算されますので、スタッフの入れ
代わりがあった場合、４～５年は同一番号の使用はしない様にしてください。

スタッフの氏名の他、名字の入力もしてください。尚、同一名称の場合は全角
３文字以内でニックネーム等を使って、判断しやすい様にしてください。

ランクのメニューを変更するには項目設定の業務
内容、スタッフ役職で書換えてください技術名は表上部の基準に従って、半

角３桁の数字を入力してから技術名
を入力してください。
自動的に種名が表示されます。

時間はメニューごとの想定時間を１
０分単位で入力してください。

ポイント入力ボタンをクリックする
と、次ページの「技術ポイント入
力」ページが表示されます。



　　５、商品項目
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白枠に任意の数字を入力してください。比率分配方式を選択した場合は合計が１００
になる様に計算して入力してください。
固定計算を入力した場合は、任意の数字を入力してください。
名称を入力する際には、必ず先頭に半角数字３桁と.を入力して下さい
メニューの分類名称及び項目を増やしたい場合は５Pの「技術ポイント表」にて変更
可能です。不要な分類名には入力しないで下さい。

会社登録の12,技術計算方式で設定した内
容が表示されています。

商品名の入力の際は、上部の枠内の基準に従って、半角３桁数字と.を先頭に入れ
てから名称を入力してください。

販売する商品は販売価格を入力してください、非販売商品は販売価格の入力は不
要です。在庫品の集計を必要とするサロンは仕入価格も入力してください。



　　６、顧客情報
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右図の入力パネルをクリックすると、顧客入力画面が表示されます。
顧客番号には00001といった半角数字の五桁で入力されると良いです。
かなは名字の頭文字でも、名字の一文字と名前の一文字を足して入力してもかまいません
が、サロンごとで統一してください。
電話番号については、市内は市街局番を除いて入力した方が、電話番号で検索する際に簡
単に出来ます。

主担当は担当者別の売上計算時に集計されます。副担当は計算には使用されませんのでメ
モ的にご利用ください。
DMの項目欄は、郵便物等が戻って来たときに「戻り」を選択してください。受付画面に
も表示されますので、来店時確認して訂正してください。

住所の入力の際、住所１をクリックするとプルダウンメニューにより、表示
されますので選択して検索ボタンをクリックすると、郵便番号表が表示され
ますので、選択してください。
郵便番号及び地区が自動表示されます。プルダウンメニューの内容を変更する
場合は、住所１欄の右上の設定ボタンをクリックして、変更してください。

この欄にご家族の名前等を参考に入力しておくと、一緒にDM等を送る事が出
来ます。会計画面での入力もできます。
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生年月日の入力は西暦でも和暦でも入力可能です。（西暦の場合の例1978/1/31、和暦の場合の例s35/5/24）自動的に年代及び誕生月が使用時の日時に自動設定
されます。年数を入力しないと設定が出来ませんので、誕生日しか解らない場合は1800/3/21等の様に西暦を1800年としてお使いください。２００歳以上は年齢
不明となりますが、年代別の検索をする場合は推定年齢に年代を選んで下さい。尚、推定年齢は自動計算されませんので、数年に一度確認をお願いします。

生年月日を入力すると、自動的に個性心理学の動物キャラが表示されますので、お客様と
のコミュニケーション等にお使いください。

紹介して頂いたお客様の顧客番号を入力すると、関連付けが出来ます。
番号が不明の場合検索ボタンをクリックして、かな検索して選択する事も出来ます。

来店動機以下はプルダウンメニューより選択して下さい。項目内容を変更する場合は、メ
インメニューの項目設定の顧客内容を変更して下さい。
来店回数は、日時更新の際に自動カウントされますので、新規の入力の場合は数字の入力
は不要です。
入力日についても自動入力となります。

任意の項目を選択して下さい。
項目の内容を変更する場合は、
項目設定の顧客内容の変更を
行って下さい。

新規の入力をする場合は、削除ボタンの右側に入
力ボタンをクリックして行って下さい。
尚、顧客番号の重複には注意して下さい。

目的の顧客を表示させる場合は、検索モードボタンをクリック→顧客番号に入力→検索
実行ボタンをクリックします。



３章　本日処理
　　１、日付・スタッフ数変更
　　　　　

　

　　２、当日処理パネル　　
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メインメニューより本日処理のボタンをクリックすると、この画面が開きますの
で、処理する年月日を入力して下さい。
コンピューターの日付で入力する場合は、Dayボタンをクリックすると日付が入
力されます。
日時更新すると自動的に翌日の設定になりますが、定休日の翌日の入力する際
は、確認して訂正をお願いします。
スタッフ人数を確認して会計処理ボタンをクリックして次に進んで下さい。

当日の会計日報を表示させ、印刷できます。 日時更新
後は出力できませんので、更新する前に必ず印刷をし
て下さい。

スタッフ別のポイントを使用する場合は、３、４、を
確認して必要に応じて印刷して下さい。

在庫の計算を使用するサロンは商品が、届いた日に入
力して下さい。会計入力の際に販売された商品につい
ては、日時更新時に計算されます。

本日の会計処理をするために、受付業務ボタンをク
リックして進んで下さい。

会計日報に入出金は表示されますが、レコードの多い
場合は、本日入出金表を印刷して下さい。



　　３、受付表
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会計入力画面へ移動しま
す。

上部のボタンをクリックすると、項目に合わせて順番にレコードが整列されます。
顧客番号／受付順／主担当／来店時間／終了時間

Tボタンをクリックすると、来店時と終了時に現在の時間が入力されま
す。任意に入力する場合は13:00の形式を使用して下さい。

顧客番号が判らない場合は、検索ボタンをクリッ
クして顧客検索パネルが表示されますので、かな
を入力して選択して下さい。

新規のお客様の顧客情報を入力する際に使いま
す。

翌日以降の予約表を事前に、作成し準備する事が出来
ます。

レジ金の金種計算の他、入出金項目の入力が出来ます。

レシート印刷の内容を設定できます。

DM、携帯メール等の入力状態が表示されますのでNGの場合、来店時に確
認しましょう。何れも顧客情報画面での情報が表示されます。

会社登録画面で設定した金額に応じた年度別ランクが表示されますので、
対応には気を配りましょう。



　　　４、会計画面

12

技術メニューを選択して金額を入力して下さい。メニュー
の書換を行うには下部の技術から行って下さい。

売上金額を他のスタッフに振分けるには、全額移動は担当１にスタッフを選んで下さい。担当
２にスタッフを選択すると半額が移動します。
担当１/担当２に夫々入力すると、夫々に半額づつ移動します。

この部分に担当者を選択すると技術項
目設定で作成した基準に従って、施術の
分解ポイントが振り分けられます。

他のお客様の会計を行
う際は、お名前をク
リックすると表示され
ます。

この枠内はお客様の回数券やプリペイ
ドの販売したときに使用して下さい。
横のボタンで入力画面に移動します。

顧客の情報を来店時に確認及び入力する項目です。
他の項目については、履歴画面で入力が出来ます。 入力の際の各種設定画面に移動できます。

商品メニューを選択し
て、金額と個数の入力
をして下さい。
担当１/担当２について
は技術売上と同様で
す。

客種については、再来店率及びスタッフ
の売上集計に反映されますので必ず入力
して下さい。その他については必要に応
じて入力願います。
次回予定日及び次回種目を入力しておく
と、DMの発送時に便利に使う事ができ
ます。
下の日にちボタンをクリックすると予定
日に入力されます。



　　５、計算パネル

　　６、会計日報

この会計日報の他、必要に応じて当日処理パネルの印刷を行ってください。
印刷が終了したら、当日処理パネルの日時更新を行ってください。

注意！更新をした後には会計日報他、本日の出力表印刷は出来なくなります。
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レジ金合わせの際は、金種ごとに枚数
を入力して下さい。
本日残高は、会計入力、入出金の入力
によって得られた金額が表示され、会
計計算合計は金種計算によって得られ
た数字が表示されます。レジ金差額が
有る場合は、会計入力及び入出金を再
確認して下さい。

出勤簿に反映されます。(P19)
通常はA出勤時間とDの退社時間の
入力ですが、途中外出した場合の事
も入力できる様になっています。

日時更新すると自動的に現金-本部と言
うレコードが出来ています。
一般にサロンで釣銭を定額にしている
場合は、ここに金額を入れて調整して
下さい。また専用の銀行預金を使う場
合は、項目設定の会計科目に追加して
使用して下さい。



４章　出力帳票
　　　１、月次資料
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　　　２、担当者別売上表
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担当者別のメニュー別の
集計表が、表示・印刷でき
ます。
 商品についても同様に出
力できます。

担当者別の技術・商品売上の売上集計他、来店回数・技術メニュー・商品メ
ニュー・客種の集計表が表示されます。



　　３、担当者別再来店率
　　　　　　来店回数別は自動的にカウントされ表示されますが、来店種別は会計入力の際の客種を必ず入力してください。
　　　　　　他に年代別は顧客入力の際に生年月日が入力されていない方は対象になりません。

５章　顧客検索とリスト
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担当者別の再来店客数、未来店客数、再来店率が来店回数別・客種別・年代別に表示されます。
数値は毎日変動していますので、現在月より４ヶ月以前のデータを出力し印刷して下さい。
参考、スタッフの能力がこれらの数値を見て頂くと判りやすく、改善点も探しやすいので、非常に
重要な数値です。

項目は重複して検索
できます。

顧客の来店状況の確認が各項目別に出来ます。
ここでは、現在選択されているレコードのみの内容
が表示されます。
前件表示ボタンをクリックするか、この頁から戻る
と検索内容が解除されます。
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検索により選択されたレコードのハガキ・タックシール・封筒直接印刷が可能です。顧客名簿の宛名
印刷ボタンから進むと下のパネルが表示されます

来店項目別に表示されます。
その他に紹介客の人数・利用金額の状況や来店動機別の
表示も用意してあります。

表示されている顧客名簿が印刷されます。

ボタンをクリックすると項目に合わせて順番が変わります。



６章、年次更新
　本システムは月次更新は行わなくても良いシステムになっていますが、年に１度二つの年次更新が新バージョンになって自動的に行われま
す。年度が変わった翌日の会計入力を開始すると、以下の作業が年間１回自動的に開始されます。（約１０分位）
　更新後は前年度の新規の入力作業が出来なくなり
ますので注意して下さい。
尚、売上訂正やポイント計算の担当者の変更は可能
ですし、帳票類の出力・印刷には影響しません。

　　１、顧客売上更新
　　　　会社登録の＜８、終了年月日＞を過ぎてから「本日処理」⇒「会計入力」と進むとメッセージパネルが表示され、以下の作業が自動
　　　的に行われます。

　　２、売上データ更新
　　　　　この作業はパソコンのデーターが毎年増えていき、動きが遅くなる事を防ぎます。
　　　　出納データ／在庫データ・・今期以前の４年経過したデーターは削除されます。
　　　　再来店率データ・・・・・・今期以前の４年経過したデーターは削除されます。
　　　　担当別売上資料等・・・・・今期以前の４年経過したデーターは削除されます。
　　　　顧客情報の技術・商品履歴・今期以前の４年経過したデーターは削除されます。
　　　　年次資料・・・・・・・・・今期以前の10年経過したデーターは削除されます。
　　　　出勤簿・・・・・・・・・・今年以前の５年経過したデーターは削除されます。
　　　　　（出勤簿の管理は会社の決算月での集計では無く、１月～１２月として表示されています。）
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１、会社登録の開始年月日と終了年月日の年が１年
プラスされ、新年度の業務に入る事が出来ます。
※注意として、終了年月日が２月末日の場合は２８
日か２９日を手動で入れ替える必要が有ります。

メッセージが表示されOKをクリックす
ると１、２、の作業が開始されます。
キャンセルした場合は元に戻ります。

全ての更新が終了するとメッセージが
表示され、OKボタンをクリックして、



７章　売上訂正
　日時更新終了後、担当者の変更などを行う際に使用します。
メインパネルより「Ｆ、売上訂正」に進み[技術売上][商品売上]のどちらかを選択して、日付入力をすると以下の画面が表示されますので、担
当者の名前をプルダウンメニューより選んでください。＜尚、金額の訂正は出来ません＞

８章　出勤簿
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日別に表示されますので主担当、技術担当、項目担
当を入れ替える事が出来ます。各担当者の入力され
ている箇所を空欄にする場合は担当番号も消去して
下さい。
来店種も入れ替える事が出来ます。

当日処理パネルのスタッフ別の勤務の
状況と出勤／退勤時間を入れた月別
データが表示されます。年間の出勤簿が表示されます。

以前の年度も表示可能です。



９章　ファイル修復
　　１、FileMaker PRO製品版をお使いの場合（iPadには修復機能がありませんので正常なファイルを入替えて使用します。）
　　　コンピュータのファイルは使用中に障害が出る場合があります。
　　　状況としてはパソコン自体が何らかの理由によりフリーズ（固まって動かなくなる）したり、ネットや印刷中に障害
　　　が出てしまう等、何時ファイルが損傷してエラーを起こすか予想が出来ません。
　　　週に２回くらいはバックアップをしておきましょう。
　　
　　ファイルの修復方法は以下の手順で行ってください。
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 通常のFR顧客管理のアイコンをＷクリックして、パ
ネルが表示されたらキャンセルボタンをクリックしま

 編集のプルダウンメニューの修復を選びます。

 FR顧客管理のフォルダが保存されているところを選
択して開きます。

 フォルダの中のファイルが表示されます。修復をする
ファイルを選択すると名前が表示されます。次に修復
ボタンをクリックして下さい。

① ②

③

④



　　　２、FileMaker PROランタイム版としてお使いの場合（FileMaker Pro Advanced）
　通常ランタイム版をお使いの場合は、メニューの中に修復が表示されていませんので、以下の手順で作業を行って下さい。
　・Windowsをお使いの方は、Ctrl＋Shiftのキーを押しながらランタイムアプリケーション「FR顧客管理」のファイルをダブルクリックしま
　　す。『損傷ファイルを開く』の画面が表示される迄キーは押したままにして下さい。
　　次に前ページ４の画面が表示されますのでファイル名を選んで４～５を繰り返し行って下さい。
　・Mac OS Xをお使いの方はCommand +Optionキーを押しながらFR顧客管理を起動し、Windowsと同様に作業を進めて下さい。
　※通常版とランタイム版での違いは、修復により作成されたファイル名には（修復）では無く（旧）がつきます。
　　iPad用のFileMaker GOをお使いの場合は、修復機能がありませんので、同期するパソコンで修復して下さい。

警告！通常使用している際に、「ファイルが壊れています」等のエラーメッセージが出た場合は、必ずキャンセルをして壊れたファイルの修復
を行って下さい。

バックアップは必ず、曜日を決めて週２回程度は行って下さい。
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 次に保存先を指定しますが前項で選んだフォルダが表示さ
れますので、ファイル名の後ろに（修復）が付いた名称に
なります。
 保存ボタンをクリックします。 必用に応じて４～５を繰り
返します。

 削除するファイル
  ファイルメーカを閉じて、修復をかけたフォルダ内を開い
ていくと選択したファイルと（修復）付いたファイルがあ
りますので、（修復）の付いていない方のファイルを削除
してください。

 名前を変更して（修復）をとるファイル。
 注意としてオリジナルの名称と同じにする事。
 一文字でも変わると正常に動作しません。

⑤

⑥



１０章　iPadで顧客管理する場合
　　　　　　　iPadはパソコンをお使いにならない方でも、指先一本で操作ができる画期的なタブレットです。
　　　　　　この顧客管理ソフトは、FileMakerGoをインストールする事によって、パソコンとほとんど同じ機能を発揮します。
　　　　　　一部の項目以外は、キーボードも必要としないドロップダウンリストよりの入力が標準として造られています。
　　　　　　Wi-Fi対応のプリンタをご用意して頂くと、いちいちコードに繋がなくてもワイヤレスでプリント作業も出来ますので簡単です。
　　　　　　又、Wi-Fi対応のプリンタが無い場合は、お使いのパソコンとプリンタを共有するとワイヤレスプリントが可能になります。

　　　　１、iPadでご使用になる場合は、FileMakerGoをiPadに下記よりダウンロードしてお使い下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.filemaker.co.jp/products/filemaker-go/

　　　　２、次にiPadの故障によるデータ消失を防ぐ為に、お手持ちのパソコンとiTunesを通して同期してお使いになる事をお勧めします。
　　　　　　　　　　Macintoshには標準装備、Windowsをお使いの方は下記よりダウンロードしてお使い下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.apple.com/jp/itunes/download/
　　　　　　　　　※パソコンとiPadを同期方法については、上記ホームページよりiTunesの解説をご覧下さい。

　　　３、iPadをパソコンと同期しないでお使いの方は、iPadの故障が起きた場合のデータ保護の為に、使用したファイルを最低でも週一
　　　　　　回サーバー及びメールにて転送する必要があります。

　　　４、パソコンとiPadをワイヤレスでWi-Fi同期しながら使う事も可能です。
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iPadと同期したパソコンでiTunesを起動し「〇〇のiPad」をクリック
して、APPのページを開くとFileMakerGoが表示されています。
APPを同期のチェックとFileMakerGoにチェックマークが付いている
のを確認します。

同じページの下にスクロールし、FileMakerGoをクリックすると、右側にファイル
を入れるボックスが表示されます。そのボックスに顧客管理の必要なファイルを入
力し、同期するとiPadでのご使用が出来る様になります。



１１章　バックUP
　　　　　　パソコンで使っている場合、何らかの理由によりデータが壊れてしまう事も充分に考えられますので、USBフラッシュに週二回
　　　　　程度は保存しましょう。
　　　１、必ず専用のUSBが差込んでいる事を確認してから使用して下さい。

　　　２、「FRシステム」のUSBフラッシュに
　　　　　は、右の画像のフォルダ＆ファイル
　　　　　が保存されています。
　　　　　バックUPボタンを押すとファイル
　　　　　保存AもしくはBに保存されていま
　　　　　す。
　　　３、Macの場合は、同じ名称のUSBフラッシュ名でフォルダ名が同じであれば認識しますが、Winの場合はドライブ名を”R”になってい
　　　　　ないと認識しません。マイコンピュータを開いたときののUSBフラッシュの名称が「FRシステム」そのドライブ名が”R”になって
　　　　　いる事を確認して下さい。
　　　　　“R”になっていない場合は以下の手順で変更して下さい。
　            パソコンスタート　→　コントロールパネル　→　管理ツール　→　コンピューターの管理　→　ディスクの管理
　　　　　→　現在表示されているデバイス名のディスクを選択　→　右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」　→　デバイス名を（R）に変更
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①
②

③
④

⑤



１２章　レコードのインポート（読み込み）
　　　　　何らかの障害等で使っているファイルが壊れた場合は９章ファイルの修復を行うと通常通り使う事が出来ます。
　　　　修復が出来ない状態に壊れてしまった場合は、１１章のUSBフラッシュに保存されたデータをインポートする場合の手順を説明しま
　　　　す。
　　　１、通常使っているFR顧客管理のフォルダの中より壊れたファイルのみをゴミ箱に移動します。
　　　２、をFRシステム内の「FR顧客管理」に収まっている正常なファイルを通常使っているFR顧客管理のフォルダ内にコピーして下さい。
　　　３、通常通り顧客管理を開きます。
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４、メインパネルのユーティリ
　　ティを開きます。

５、壊れたファイル名の付いた
　　ボタンをクリックします。

６、コメント中に表示されている
　　ファイル名を確認したら更
　　新ボタンをクリック。

７、次のメッセージが表示され
　　たらOKをクリックするとイ
　　ンポートされる側のレコー
　　ドが削除されます。

８、バックアップされている
　　ファイルを探します。
　　通常は「FRシステム」の　
　　USBからインポートします
　　が、他に保存された場所か
　　らでもOKです。

９、他のファイルと連携されてい
　　るので右図の様なメッセー
　　ジが数回出る場合が有りま
　　すがOKボタンをクリックし
　　て下さい。

10、次にアカウント名とパス
　　ワードを入力するパネルが
　　表示されますので、アカウ
　　ント名yuパスワード1122と
　　入れて下さい。

11、インポート元、インポート
　　先のファイル名が同名であ
　　る事と配置順が照合名順で
　　ある事を確認して下さい。

12、最後に右図のインポートボ
　　タンをクリックして作業完了
　　です。



１３章　追加項目
　　１、携帯メール一斉配信　返信はパソコンの
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アドレスは、ご自分の携帯メール等迷惑の掛からないものを入力
して下さい。
送信ボタンをクリックし正常にメールが送られたか確認する。

会社登録に入力欄が有りますので、契約サーバーか
らの情報を入力して下さい。
ポート番号はPCの環境等で規定の数字が有ります
ので、サーバー情報を確認して入力して下さい。

顧客情報を開いて”携帯メール
のみ”をクリックする。

次の検索パネルでは１、に携帯メールに
チェックをし、２、以降は必要に応じて入
力して下さい。
又、配信拒否されるお客様や送信できずに
戻って来てしまうお客様は２、の送信
チェックは顧客情報の入力頁でNGとして
下さい。

次にこの頁が表示されますので不要のお客
様は”除外”ボタンで無効にして下さい。確
認して上部のメッセージ確認ボタンをク
リックして下さい。

通常携帯の場合はトピックは題名となり、
メッセージは本文となります。相手の事を
考えてあまり長い文章は避けましょう。

戻ると夫々のお客様へ同じ文章が表示され
ます。個別に変更及び追記も可能です

お一人のみに送信の場合は、この送信ボタン
Tab形式でデータの書出しが出来ます。

一斉配信用ボタン



　　　２、顧客の期間指定で技術／商品売上の検索。
　　　　　　お客様の利用した技術売上及び商品売上を任意の期間を設定して、情報を得る事が出来ます。
　　　　　ご利用額に応じたサービスの提供等も考えてみては如何でしょう。
　　　　　又、年間のご利用額をランキングで観てみると、技術売上１０万円以上の方をAランク５万円以上の方をBランクのお客様とする
　　　　　と、全体の顧客数に対してAランク２～５％・Bランク８～１２％程度の方で占めているのが判ります。
　　　　　つまりは、A・Bランクのお客様は、失脚すると大きな損失になりますので、特別なサービスや多少の無理を聞いて上げる必要が有
　　　　　ります。
　　　　　但し、他のお客様への配慮も怠らない様にしましょう。

　　　３、顧客フォトの入力
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日時処理中の受付表より開く

顧客情報の顧客入力より開く

本システムは、施術内容等は手書き
カルテの使用を基本にしております
が、写真も貼付する事が出来ます。
　デジカメや携帯等で撮影した写真
はSDカード等でパソコンに移動して、
添付したいA～Fの枠をクリックするし、選択して頂くだけで添付が
完了します。同時に本日ボタンをクリックすると日付が入力されま
す。
iPadをお使いの場合は、カメラが搭載されていますので撮影後は
「写真」に保存されていますので、その中から選択して下さい。
その際の注意点として、解像度を低めにして撮影して下さい。
高解像度の写真を添付すると内蔵ハードディスクの容量が膨大とな
ります。
iPadとiPhon用にはSimpleCameraをAPPストアからダウンロードして
お使いになると便利です。＜参考値 72dpi/縦260pixel横380pixel＞



　　　４、商品在庫の使い方
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本日処理パネルより在庫入出で仕入れ・業務
下ろし等商品販売以外物を入力して下さい



１４章　顧客管理を利用して如何に集客につなげるか
　　　如何に顧客データや売上状況を把握できる様になっても、上手に活用しなければ単に便利なものとして終わってしまいます。
　　　１、来店予定日の直前にご案内をする。
　　　　　そろそろ来店するお客様の検索も、何ヶ月来てないからとDM等で案内しても、お客様夫々に来店周期は異なっています。
　　　　しかも、次の来店時は何を予定しているのかも判らなければ、効果を期待できません。
　　　　すでに、他店に行ったばかりのお客様にご案内されても効果はありません。しかも、あの担当者は私の来る時期も把握していない！って事にもな
　　　　りかねません。
　　　　　過去データに基づくばかりでは無く、お帰りになる時点では何ヶ月後何をするかは予測が付きますし、予約して頂く事も可能になります。
　　　　そこで会計時に、任意入力となりますが次回の日程と予定項目を入力しておくと、後日検索が可能になり的確な時期にご案内する事ができます。
　　　　例えば、３ヶ月周期にパーマを掛けているお客様に、定期的に二ヶ月、四ヶ月でご案内をしても殆ど効果が無い事になります。

　　　２、再来店率をどのように活用するか
　　　　　再来店率とは言っても、新規ばかりでは無く２回目・３回目・四回目（常
　　　　連）の夫々の来店率を見てみましょう。
　　　　また、基準もサロンごとに違うかもしれませんが、ここでは四ヶ月の再来店率
　　　　で説明します。
　　　　　◯新規客の来店客が多い少ないで見方も違って来ますが、再来店率は少なく
　　　　　　ても５０％をキープしましょう。さらに、３０％以下となると評判が落ち
　　　　　　て悪いイメージも広がりますので要注意！
　　　　　　ここで重要な事は、第一印象を悪くしない事や、お客様の個性を読み取っ
　　　　　　て対応する事が重要で、気持ちよくお帰りいただく努力が必要です。

　　　　　◯２回目・３回目の来店率については、６０～８０％以上はキープしたいも
　　　　　　のです。
　　　　　　　この段階のお客様は折角再来店して頂いたのですから、次回への提案を
　　　　　　してあげましょう。
　　　　　　ここでの失客が多いと言う事は、一度目にしたヘアーのイメージと違う仕
　　　　　　上がりになってしまったとかも大きな要因になります。
　　　　　　　初回にいらしたとき会話した事や、仕上がりのヘアフォトを残して確認する事も一つの対策になります。
　　　　　　自分を覚えてくれていると言う喜びと安心感が再度来店しようと言う動機になります。
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　　　　　◯４回目（常連）のお客様であれば、９５％以上はキープする必要が有ります。
　　　　　　もちろん、経験の少ない技術者であれば固定客も安定していないので、９０％以上キープするのは難しいかも知れません。
　　　　　　来店予定日直前でのフォローが大切になります。
　　　　　　安定していないお客様とは、都合によって他店に行く事がしばしば有りますので予防しましょう。

　　　　　　　他に来店動機別にも再来店率を得る事が出来ますが、任意で入力する項目ですので会計入力時に設定が必要です。
　　　　　　又、年代別にも得られますが、顧客情報に生年月日が入力されていないと正確に計算されません。

　　　３、仕上がりヘアフォトを撮影（P26参照）
　　　　　施術を終わってから、仕上がりの写真を撮影して顧客情報に貼付けましょう。
　　　　次回ご来店になった際のお客様とのコミュニケーションづくりにもなるし、前回のスタイルがハッキリ判る事は今日のヘアスタイル造りの参考に
　　　　なります。お客様に対しても安心感を植え付ける効果もあります。

　　　４、携帯メール一斉配信
　　　　　携帯電話からスマートフォン等への端末機器が変化して来ます。もちろん携帯電話でもメールは多く使われてい　　　　　
　　　　ますので、店からの情報をダイレクト且つスピーディにお知らせする事が出来ます。
　　　　DM等の印刷物も有効な手段ですが、ダイレクト・スピーディと言う訳には行きませんし、数が多いと郵送料も高額になります。キャンペーン等
　　　　の期間が比較的長期の場合はDM系、今日・明日の情報はメール配信といった様に別けて使う事も有効な手段とも言えます。
　　　　　例えば、今週の平日が閑な時間が有りそうなら”午後４時迄にご来店いただきますと、パーマ・ヘアカラーの方にはヘッドスパを無料提供、　
　　　　カットのお客様にはハンドマッサージをサービスでさせて頂きます”
　　　　このようなご案内を、すると混雑緩和、閑散時を有効に使う事が出来ます。
　　　　　A、第一段階としてお客様のメルアドを登録して頂く
　　　　　　　一担当者、顧客情報に入力した方の３０％を目標にしましょう。（500名とすると150名）３０％の方にご案内が出来ると、
　　　　　　アイドルタイムの解消が出来ます。
　　　　　　アドレス登録の方法として・・・メール登録して頂くと本日の料金が５００円引き、毎月一回の抽選で◯◯プレゼント、メールで前日迄にご
　　　　　　予約いただくと１００円引き、と言った内容も効果があります。
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来店種別のデーターを計算する為には、会計画面で予め客種を入力しておく必要が有ります。



　　　　　B、タイムリーにメール送信
　　　　　　　キャンペーン案内や来店予定日に合わせた内容、バースディ等検索し送信文章を造ります。
　　　　　　例えば、空いている曜日や時間をお知らせし、ヘッドスパやハンドマッサージ等プレミアを付けてご案内するのも良いでしょう。
　　　　　　お客様は、出来るだけ混雑しているのは避けたいと願っている方がほとんどですので、お知らせする事で喜んで頂けますよ。
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