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1. 店舗管理画面へのログイン 

スマセルフ.com では用途に応じた 4 つのログインページがあります。ここではまず、初めてスマセル

フ.comをお使いいただく前に必要な初期設定の入力の説明をします。 

 
□1 PC や iPad のWeb ブラウザから http://〇〇〇.qrqrqrqr.com/adminShop/login にアクセスしてくださ

い。 
※http://～/の箇所はご契約内容に合わせて置き換えて入力してください。 

 
□2 メールで届いたユーザーネームとパスワードを入力し「ログイン」ボタンを押します。 

 
また、素早くアクセスするために iPadのホーム画面に登録しておくと便利です。 

 
1.1. 店舗管理 

1.1.1. 店舗情報の登録（基本） 

ログインすると左にメニューバーがあります。（“≡”をクリックして展開できます。） 

 
 
□1 左メニューバーの「店舗管理」をクリックしてください。 

 

 
□2 「基本」を選択し、編集画面に移動します。ここでは、店舗基本情報の設定・修正ができます。設定し

ていない場合には、領収書印刷にて、店舗名等が印刷されません。 
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□3 必要な項目の入力と確認。 
店舗名、担当者、住所、メールアドレスなどの必須項目を入力してください。 
入力したら下部にある「確認」ボタンをクリックしてください。 
確認画面が表示されるので、問題がなければ「登録」ボタンをクリックしてください。 
以下のような表示がされれば登録完了です。 

 
店舗管理画面を表示して、店舗基本情報に設定が反映されているか確認してください。 

 
1.1.2. 店舗情報の登録（システム） 

□1 基本のときと同様に店舗管理画面から「システム」を選択し編集画面に移動します。 
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□2 必要な項目の入力と確認。 

 
【注意】 バージョンによって画面の色が異なる場合があります。 

 

セルフオーダー端末のトップに表示されます。 

消費税設定はここでしなくていいです。 

「設定しない」を選択してください。 

QR コードでログインする機能を使用する場

合、デフォルトでは一度使用した QR コード

は会計が終了するか、更新することにより再使

用はできなくなります。 

テーブルに印刷した QR コードを固定で置い

ておく場合などは「する」を選択してください。 

QRコードは更新されず、ずっと使用し続けら

れます。 
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2. ユーザー管理 

 
2.1. ユーザー管理画面 

実際にご利用を始める前にそれぞれユーザーを作成する必要があります。 

 
□1 まず、店舗管理画面へログインします。 

URL: http://〇〇〇.qrqrqrqr.com/adminShop/login 

 
□2 左メニューバーから「ユーザー管理」を選択します。 

 

 
2.1.1. ユーザーの追加 

□1 ユーザー管理画面の「新規登録」をクリックします。 

 

 
□2 必要な項目の入力。 

 

・ユーザー区分 
作成したいユーザー区分を選択してください。 

店舗管理：設定済ですので、追加の必要はありません。 
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店舗スタッフ：店舗管理のお会計管理・ユーザー管理にはアクセスできない権限です。 
厨房ユーザー：厨房端末用のユーザー登録です、1つ設定してください。 

ホールユーザー：ホール端末用のユーザー登録です。1つ設定してください。 
ホールスタッフ：ホール画面の過去の会計と集計にはアクセスできない権限です。 

セルフオーダー端末（スタッフ用）：iPad や iPod touch など、ホールスタッフのハンディ端末用の

ユーザー登録です。1つ設定してください。 

セルフオーダー端末（お客様用）：システムにセルフオーダー端末がログインする為の設定です。1つ

設定してください。 

セフルオーダー端末（IDのみ）：セルフオーダーとして使用するユーザー登録です。セルフオーダーと

して使用するタブレットの数だけ登録してください。パスワードは設定する必要はありません。 

 
・ログイン ID 
メールで受け取ったお客様番号の後に３桁以上の英字、その後にお好きな英数字を加えたものをログイン

ID（ユーザー名）にしてください。 
例）お客様番号：99999 → ユーザー名：99999test1 
・パスワード 
ログインに使用するパスワードを入力してください。ユーザ区分で「セルフオーダー端末」を選択してい

る場合は空欄のままにしてください。 

 
・ログイン状況 
ログアウトを選択した状態を選択してください。 

 
□3 登録の完了 
以上の４項目を入力したら「確認」を押します。確認画面が表示されるので、入力に問題がなければ「登

録」を押して登録完了です。 

 
2.1.2. ユーザー一覧 

左メニューバーの「ユーザー管理」から作成したユーザーの一覧が確認できます。上部にあるタブボタン

をクリックしてそれぞれのユーザー区分ごとに確認できます。 
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2.1.3. ユーザーの編集・削除 

ユーザー一覧の右にある操作アイコンをクリックすることで各ユーザーの編集・削除が行えます。 

 

 

↓ 

 
 

3. テーブル管理 

ここではテーブル管理の設定を行います。 
テーブル管理ではお客様をご案内するテーブル、座敷、個室などの登録を管理します。 

 
3.1. テーブルの追加 

左メニューバーの「テーブル管理」を選択し、「新規登録」を押します。するとテーブル名を入力する大き

なスペースが表示されます。そこにテーブル名を入力していきます。また、同時に複数登録したい場合は

改行して入力することでも可能です。 

 
「確認」ボタンをクリックすると確認画面が表示されるので「登録」ボタンをクリックして登録します。 

 
3.2. テーブル名の編集・削除 

左メニューバーからテーブル管理画面を表示します。操作したいテーブル名の右に表示されている操作ア

イコンをクリックして編集・削除をしてください。 

 

       ↓ 



 9 / 21 
 

 

 

4. 持ち場管理 

ここでは持ち場の登録を行います。持ち場とは、オーダーされた料理が厨房のどの担当に割り当てられ

るかを設定する項目のことです。 
登録を終え、実際にご利用する際に厨房端末用ログインURLから厨房ユーザーとして設定したログイン

ID、パスワードを入力してログインすると持ち場の選択画面となります。 

 
店舗が複数階に分かれており、同じメニューでも階によって調理する場所が異なる場合、それぞれの階

ごとに持ち場を設定することも可能です。 

 

 
 
ここで調理者は自分の担当する持ち場を選択することで注文の有無を確認できます。 
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4.1. 持ち場の登録 

持ち場の追加は店舗管理画面の左メニューバー、「持ち場管理」をクリックして「新規登録」ボタンから

行えます。同時に複数の追加を行いたい場合は改行して入力してください。 
【注意】パターンフラグでは、「通常」と「カスタム」を選択できますが、必ず「通常」を選択してくだ

さい。カスタムは選択しないでください。 
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5. メニュー管理 

ここではメニューの登録を行います。事前に「メニューの一覧」「メニューのメインカテゴリ」「無料サー

ビス」「オプション付きのメニューとそのオプション」「メニュー写真一覧」をまとめておくと良いでしょ

う。 

 
「無料サービス」とはおしぼりやお皿などお客様へのサービスする内容となります。 
「オプション付きのメニューとそのオプション」とは「ロック、水割り」や「ポン酢、ゴマダレ」といっ

たものです。 

 
5.1. カテゴリ管理 

まずメニューのメインカテゴリの登録を行います。メインカテゴリとは以下の図のようにオーダー端末の

上部に表示されるメニューのことです。また、「オススメ」「インフォメーション」「人気ランキング」の3
つは特殊なメニューで使用する場合は別途に設定が必要です。画像の例ではメインカテゴリは6つ設定し、

加えて「オススメ」「インフォメーション」「人気ランキング」を表示しています。 

 
 
5.1.1. カテゴリの追加 

カテゴリの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「カテゴリ管理」をクリックして「新規登録」ボタンか

ら行えます。同時に複数の追加を行いたい場合は改行して入力してください。 

 
5.1.2. カテゴリの表示順の入れ替え 

オーダー端末に表示されるカテゴリの順番を入れ替えるには店舗管理画面のカテゴリ管理でカテゴリ一

覧を表示します。そして順番を入れ替えたいカテゴリの左にあるアイコンを上下にドラッグアンドドロッ

プして希望の順番に並べ替えてください。 
並べ替えが終わったら「並び順を変更」をクリックして完了です。 
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5.1.3. カテゴリの表示・非表示の切り替え 

季節専用のカテゴリなどオーダー端末のカテゴリの表示・非表示を切り替えたい場合は、店舗管理画面の

カテゴリ管理から切り替えたいカテゴリ名の「編集」をクリックし、公開状況を公開・非公開から選ぶこ

とで切り替えることができます。 

 
5.1.4. サブカテゴリの登録 

メインカテゴリに加えてより詳細なカテゴリ設定をしたい場合はサブカテゴリを登録することで設定で

きます。 

 
 
□1 サブカテゴリを登録するにはまず、左メニューバーの「カテゴリ管理」を押します。 
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□2 サブカテゴリを追加したいカテゴリ名の操作から「詳細」を押してください。 

 
 
□3 「サブ」を選択すると、このカテゴリにサブカテゴリを追加することができます。 
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5.2. 嗜好管理（オプション管理） 

嗜好管理とはオプション付きメニューのオプションのことです。メニュー登録時に設定すると（メニュー

登録方法は後述）下図のように注文時にオプションをつけることできます。 
オプションには料金（税込・税抜の選択可）やグループ分け（サイズや肉の焼き加減、味付けの濃さなど）

も設定できます。 
また、グループごとに必須か否かの設定もできます（管理画面のメニュー登録の調理嗜好フラグで「「一部

のみ必須」を選択した場合」に限る）。 
品切れ等のために一時的に提供を停止したい場合は非公開にすることも可能です。 

 

 

 
□1 嗜好のメニューを登録するにはまず、左メニューバーの「嗜好管理」をクリックし、新しくオプション

を追加する場合は「新規登録」をクリック、既存のオプションを編集する場合は編集したいオプション

の「操作」>「編集」をクリック。 

 
□2 嗜好のメニューを登録します。「水割り」「ロック」「レア」「ミディアム」「ウェルダン」「和風ドレッシ

ング」「シーザードレッシング」などカテゴリに関わらずまとめて登録します。 

 
登録を完了すると、メニュー登録時に調理嗜好の項目が表示されるようになります。 
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5.3. メニュー管理 

ここではメニューの追加・削除・編集を行います。メニューの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「メ

ニュー管理」をクリックして「新規登録」ボタンから行えます。また、一度登録したメニュー内容とほと

んど同じメニューを追加する場合は、そのメニューの「 詳細」ボタンから「 コピー」を押すと内容を

コピーした状態で編集できます。 

 

      ↓ 

 

 
5.3.1. メニューの追加 

通常のメニューの追加では以下の項目が設定できます。 
・メニュー名 
・料金 
・税込登録  料金を税込で登録できるようにするか否かの選択。 
・料金（税込）  「税込登録」で「設定する」を選択した場合のみ表示。税込料金を登録。 
・原価   集計画面で利益率を算出するために必要なメニューの原価。 
・持ち場       注文が受け渡される持ち場。 
・カスタム持ち場  カスタム持ち場が設定されている場合選択可能。 
・メインカテゴリ  属するメインカテゴリ。 
・サブカテゴリ  メインカテゴリにサブカテゴリが登録されている場合選択可能。 
・調理嗜好フラグ  調理嗜好の選択を必須にするか否かを選択。 
・調理嗜好  嗜好管理で設定されたオプションが選択可能（複数可）。 
・画像   表示される画像を登録します。 
   【注意】画面サイズの修正は、別紙「こんなときは…」をご確 
    認ください。 
・動画   商品の紹介動画がある場合は、Youtube動画のURL部分の 
      「http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx&～」の中の 

「xxxxxxxxxxx」の箇所を入力してください。 
・限定商品フラグ  提供数に限りがある場合は「設定する」を選択 
・限定商品数  限定商品フラグを設定している場合は数を入力 
・ドリンクフラグ  ドリンクの場合は設定してください。 
・おすすめ商品設定 次のセッションで説明します。 
・インフォメーション商品設定 次のセッションで説明します。 
・催促時間  厨房端末に催促を促すメッセージを表示する時間です。 
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・表示開始時間  表示時間を制限したい場合に設定してください。 
・表示終了時間  表示時間を制限したい場合に設定してください。 

（終了時間は日またぎの設定はできません。解除する場合は開始時間、終了時

間を空欄にしてください。） 
・コース専用フラグ コースを設定する際に検索しやすくなります。 
・コメント  商品説明などを入力してください。 
・並び順   管理画面のソートに使います。 
・公開状況  セルフオーダー端末に表示するか設定できます。 
・基本税率種別  標準税率の商品か軽減税率の商品かの設定です。会計時に変更も可能です。 

 
5.3.2. インフォメーションメニュー 

カテゴリ管理で触れた特殊なカテゴリ「インフォメーション」を表示、登録するにはメニューの登録で「イ

ンフォメーション商品設定」で「設定する」を選択してください。その場合は「メニュー名」「料金」「画

像」「限定商品フラグ」「ドリンクフラグ」「おすすめ設定」「コース専用フラグ」「公開状況」のみの設定で

作成できます。 

 
5.3.3. オススメメニュー 

カテゴリ管理で触れた特殊なカテゴリ「オススメ」を表示、登録するにはメニューの登録で「おすすめ商

品設定」で「設定する」を選択してください。また、オススメに表示された商品の上位3品はオーダー画

面のTOPメニューにも表示されるようになります。 

 
5.4. 顧客要望管理（無料サービス） 

ここでは顧客要望管理を行います。顧客要望管理とは、セルフオーダー端末に表示される「無料サービス」

のことです。 
無料サービスの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「顧客要望管理」をクリックして「新規登録」ボタ

ンから行えます。注文時に個数の指定が必要な場合は個数注文を「あり」に設定してください。 
※同時に表示できる数は16個までです。 

 

6. コース管理 

ここではコース設定を行います。コース設定ではコース専用の値段設定、規定メニュー（コースに付いて

くるメニュー）の設定が行えます。 

 
6.1. コースの登録 

コースの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「コース管理」を押して「新規登録」ボタンから行えます。 

 

 
 
ここで追加したコースがお客様をご案内してセルフオーダー端末にログインする際に以下のように選択

できるようになります。 
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6.2. 飲み放題・食べ放題メニューの設定 

コースの登録が終えるとコース管理のコース一覧で登録したコースが表示されます。 

 
□1 コースにメニューを登録するには、まず、コース一覧から編集したいコースの「詳細」をクリックして

ください。（下図の右の赤丸で囲んだ箇所です。） 

 

 
 
 
□2 次に、「追加」をクリックしてください。 

 
 
 
 
□3 メニューの登録をします。表示された商品一覧から、コースに登録したいメニューの左のチェックボッ

クスにチェックをクリックしてチェックを付けてください。（「商品名」の左のチェックボックスにチェ

ックを入れると表示されている商品すべてにチェックが付きます。検索機能と一緒に活用してくださ

い。） 

 

 
□4 チェックを付けたら一番下の「コース専用ドリンク・料理メニューとして登録」をクリックしてくださ

い。 
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□5 するとコースの詳細に登録したメニューが表示されます。飲み放題食べ放題に設定する場合は特別料金

の欄に0円と記載して下部の「更新」ボタンをクリックしてください。 

 
 
登録が完了しますと、メニューの追加で設定した「ドリンクフラグ」を使用して、自動でオーダー画面に

「お飲み物を選ぶ」「お料理を選ぶ」に分類されて表示されます。 

 
 
 
6.3. 規定メニューの設定 

コースに付随するメニューを設定する場合はホールスタッフがお客様の頃合いを見て、厨房にコース料理

を口頭や紙で注文するようにして下さい。 

 

7. ランキング管理（人気ランキング） 

ここではランキング管理を行います。ランキング管理とは、５．１で紹介した特殊なカテゴリの「人気ラ

ンキング」のことです。この設定を行うとセルフオーダー端末に自動で「人気ランキング」のカテゴリが

追加されます。 
人気ランキングの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「ランキング管理」を押して「新規登録」ボタン

から行えます。新規登録をクリックするとメニュー一覧が表示されますので、追加したいメニューの右の

「追加」ボタンをクリックしてください。 
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表示順を変更したい場合は左メニューバー、ランキング管理を押してランキング一覧を表示し、順番を入

れ替えたいカテゴリの左にあるアイコンを上下にドラッグアンドドロップして希望の順番に並べ替えて

ください。 
並べ替えが終わったら「並び順を変更」をクリックして完了です。

 
  

 

 
 

8. アラート管理 

ここではアラート管理を行います。アラート管理とはホール画面、厨房画面にアラート音とポップアップ

で表示されるメッセージのことです。10個まで設定することが出来ます。 
アラートの追加は店舗管理画面の左メニューバー、「アラート管理」をクリックして「新規登録」ボタンか

ら行えます。毎日、或いは毎時設定する場合はアラート条件で「継続」を選択してください。 
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9. 支払オプション管理 

ここでは支払オプション管理を行います。支払オプション管理とは会計時に値引きやクーポン等を適用し

てお会計を完了します。 

 



 21 / 21 
 

 
オプション種別：割引（総会計額から引かれる）として登録するか、クーポン等の他の支払種別（総会計

額から引かれない）として登録するかを選択して下さい。 
名称：適当な名称を入力してください。 
パーセントか値段か：値引きの種別何％引き、何円引きかをどちらか設定してください。 
ディスカウントパーセント：何％値引きの場合に値引きする％の数値を入力してください。 
ディスカウント金額：何円引きの場合に値引きする金額を入力してください。 
丸め方式：端数の処理の方法を選択してください。 
丸めケタ：処理する端数の桁を選択してください。 
並び順：並び順を入力してください。一覧でも変更できます。 
公開状況：公開非公開を選択してください。 

 
 
 
 
 
 


