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宿泊予約システム
［やどしす］ Ver.4.0

こんな時代だからこそ、求められるのは
本当に意味のある宿泊予約システム
［ 宿シス］は 、魅 力を存 分に伝える予 約 画 面とわかりやすい予 約
フローで、直予約の売上げアップを確実にサポート。費用は月額固定
で低価格、
メルマガ配信も標準装備！導入される旅館様へ「売上
を上げて、経費を下げる」宿泊予約システムをお届けします。
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オフィシャル サイトの 予 約 システムで

オフィシャルサイトの 運 営 に 関 する

売 上を上げられる理 由

経費を下げられる理由

成約率が上がる！

低価格予約システム！

あらゆる予約導線の設定と
スムースな流れで予約を確実にキャッチ

初期費用

11,000 円

(税込)

細部に至るまで利用されるお客様の視点でデザインされた［予約画面］が、

月額費用

［FAX機能付］

8,250円

(税込)

詳しくは、17 ページへ

内容をわかりやすくご案内いたします。
［宿シス］
なら、
お客様にプランを存分に
比較、
検討していただき、流れるように予約完了まで導きます。

詳しくは、4 ページへ

サーバー費用が無料になる！

終了いたしました

初期費用
月額費用

高価なプランも売れる！

ドメイン費用

円

自社サイト運営に必要なレンタルサーバー費用が
初期費用・月額費用ともに無料です。

違いを明確に表現できるので
高価なプランや客室でも売りやすい
写真や画像を大きく、点数を豊富に使える
［宿シス］
なら、
プランや客室のグレー

ド差を視覚的に表現可能。内容の違いが明確に伝わるので、魅力や価値を一
目で訴求できます。高価なプランや客室こそ売りやすい予約システムです。

詳しくは、8 ページへ

詳しくは、14 ページへ

メルマガ配信も標準装備！
リピーターの囲い込みに向けて、
メルマガ配信と
シークレットプランでリピート率のアップ
詳しくは、12 ページへ

客単価が高まる！
［オプション］
と
［チョイス］が
宿泊単価のアップを実現します

在庫一括管理システムに対応！

［宿シス］は、宿オリジナルのオプションを大きな画像付きでわかりやすく表示

できる
［オプション］
とプランや客室で複数の選択肢を設定できる
［チョイス］
機能を搭載。ふたつの機能がプラン内での宿泊単価アップを実現します。

詳しくは、10 ページへ
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詳しくは、15 ページへ
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絞り込み前の宿泊プラン一覧表示

成 約 率 が 上 がる！

宿シスの［ 予約画面 ］と［ 予約フロー ］

4 一 覧表示

［宿シス］
なら、お客様にプランを存分に比較、検討していただき、流れるように予約完了まで導きます。

見やすい［一覧表示］で
比較がラクラク！
「宿泊プラン優先」の場合と
「お部屋タイプ優先」の場合

1 予約システムへの誘導

で、任意で設定可能な2種類の一覧表示をご用意。さら
に、絞込みにより希望の条件に合った一覧が表示されま
す。金額の比較や、
プラン・お部屋の写真を一覧画面上

あらゆる入り口から予約をキャッチ！

で見ることができ、比較・検討が容易です。

ご予約へは「プラン一覧／客室一覧／カレンダー」から誘導できるので
スムースに［宿シス］の予約画面へと進めることが可能です。
宿泊日・宿泊数・人数・宿泊タイプをチェックして検索！
該当するプラン・客室のみを表示します

プランから選ぶ

宿泊プラン一覧画面へ

客室から選ぶ
日付から選ぶ

客室一覧画面へ
カレンダーへ

プラン または 客室一覧画面へ

客室詳細ページ

この客室の
プランを見る

この客室の詳細画面へ

プラン紹介ページ

客室詳細ページやプランバナー等、ホームページ内の
あらゆる箇所に設定した予約ボタンから
［宿シス］へと
誘導することが可能です。

プランバナー

このプランの詳細画面へ

2 空室案内

カレンダーが見やすい！
空き状況は、
ひとめでわかる
「空室カレンダー」
でご案内。宿泊日をクリッ

一覧の写真や「
カメラアイコン」をクリックで
画像を拡大表示！「フォトギャラリー機能」

一覧表示画面に金額を表示しているので
料金表としての役割も果たします

クすれば、その日に予約出来るプランまたは客室一覧を表示。直感的
に状況を把握出来ます。

3 絞り込み

プランや客室が絞り込める！
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絞り込み後の宿泊プラン一覧表示

5 写真表示

ワンクリックで画像拡大！

プランと客室の一覧表示は「宿泊タイプ絞り込み機能」により、日付・泊

写真を大きな画像でご覧いただける「フォトギャラリー」機能を備え、選

数・人数等をチェックして検索することで、お客様の希望に該当するプラ

択したプラン・客室の詳細画面にある複数の画像（最大10枚）
を同時に

ンとお部屋だけを表示可能です。

閲覧いただけます。
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6 詳細表示

大きな写真でわかりやすい！

7 料金表示

写真が大きくレイアウトされた、見やすく美しいデザインの詳細表示。

人数ごとの料金も一目瞭然！

プランやお部屋の詳細情報がわかりやすく、魅力が存分に伝わります。

お部屋タイプ･人数ごとにリスト化された料金表示で差額が一目で
わかります。お客様のご予算にあわせた比較・検討が可能です。

宿泊プラン詳細画面
最初にチェックした
宿泊条件を固定表示

スムースな比較・検討を
促す「サイドメニュー」
お客様がチェックした宿泊条件で
宿泊可能な他のプラン（客室）を、
サイドメニューで常時表示。

検索時にチェックした宿泊条件は
固定されたままなので、何度も宿
泊条件をチェックして検索する必
要がありません。再検索するまで、
お客様に該当するプラン・客室だけ
を比較・検討いただけます。

ワイド600ピクセルまで
表示可能のメイン画像！

8 お見積もり

個人情報の入力は
お見積もり確認後で安心！
個人情報の入力はお見積り確認後で、
お客様には、宿泊プランを存分
に検討していただいてから、安心してご予約を確定していただけます。

概要は一目瞭然！
特記事項も併記できます

充分な説明スペース
文字の強調も可能です
文字量が多くなっても、読みづらく
ならないように、1行あたりの文字
数と行間のバランスを調整。内容を
わかりやすくご案内いたします。

サブ画像は自動で
見やすくレイアウト！
サブ画像は最大10点まで掲載可能
です。
クリックで大きな画像でご覧
いただけます。

「赤字」「太字」機能で文面を強
調することもできます。

お見積もり結果画面

お客様情報の入力画面

拡大表示イメージ

選択の自由度を高める
「チョイス機能」を搭載！

宿泊単価を高める
「オプション設定」
各 宿 泊 プ ラ ン や 客 室 に は 、オ プ
ション設定が可能。画像付きでご
案内できますので、内容がわかり
や すくお 客 様 へ の 訴 求 も 抜 群 で
す。さらにオプションの数をその
場で直接入力できるので、選択し
やすく追加を促進。宿泊単価向上
に威力を発揮します。

詳しくは P10 へ
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ご予約のお客様へ

プランや客室に複数の選択肢を設
定できる機能を搭載。
「 夕食のメイ
ン料理を選ぶ」
といったチョイス設
定が可能です。選択肢間で差額があ
る場合も、
プラス料金をわかりやす
く表示いたします。

宿泊施設様へ

9 予約完了

予約内容は、
お客様にはメールで
宿泊施設様にはメール＆FAXで
自動通知！

宿シス温泉 宿シス旅館

詳しくは P11 へ

予約完了後、
ご予約のお客様には「予約完了画面」
を表示して予
約メールを自動 返 信 。旅 館 様にも予 約の通 知メールと予 約 通 知

差額が一目でわかる
リスト化された料金表示
お客様のご希望のお部屋が空いて
いなければ、
「空室お知らせサービ
ス」の申し込み画面へ誘導します。

FAX ※を送信いたします。※月額基本料金に含まれるFAX送信は月50通まで。
予約完了画面

メールで自動返信

FAX出力

メール＆FAX で自動通知

7

高価なプランも売れる！

魅力や価値の違いを明確に伝える
宿シスの［詳細表示 ］

イメージを伝えるメイン画像と特徴を伝えるサブ画像。

レイアウトされた画像がプランや客室の内容を視覚的に伝えます。
宿泊プラン詳細表示の場合

高額な価格のプランや客室は、
その他の客室やプランとの違いが明確でなければ、
単に安いプランから売れてしまいます。宿シスの［詳細表示］画面なら、最大10枚の画像を組み合わせて
使用できることにより、客室やプランのグレード差を視覚的に伝えることが可能。

グレードアッププランの場合

スタンダードプランの場合

高価なプランでも内容の違いが明確なので、お客様には納得してご予約いただけます。

客 室 詳 細 表 示の場 合
露天風呂付き客室の場合

一般客室の場合

画像内容や点数に差をつけて
内容の違いを明確に訴求！

画 像 点 数で客 室の差を表現

グレードの違いを明 確に訴求！

特典も画像表示させることで

プランのメリットが即座に伝わる！
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宿シスの［チョイス］

客単価が高まる！

追加しやすい［オプション ］
と
選択の自由度を高める［チョイス］が
宿泊単価アップを実現

複数の選択肢を設定可能！
宿泊単価を上げやすい
客室やプランが作れます。
［チョイス］は、
プランや客室の詳細画面で複数の選択肢を設

と
「魚
定できる機能。例えば、お食事のメイン料理を「肉料理」
料理」からご選択いただくといったことが可能です。
また、選択

宿シスは、
プランや客室の客単価を上げるための仕組みを搭載。
大きな画像付きでわかりやすい［オプション］
と複数の選択肢を設定できる
［チョイス］。

肢それぞれの料金が異なる場合も設定可能。差額を表示し
て、お見積もり時に自動計算いたします。
これにより
「肉料理か

ふたつの機能が宿泊単価アップを実現します。

魚料理」
という選択肢も設定できるので、
プランや客室の詳細
プランのチョイス
（選択肢が2つの場合）

画面内でも宿泊単価の向上を促せます。

差額料金の表示でわかりやすい！

宿シスの［オプション］

差額がある場合もわかりやすい表示で、チョイスによる宿泊
単価の向上が期待できます。

各宿泊プランや客室に、別注料理や貸切風呂など宿オリジナ
ルのオプション設定が可能。大きな画像付きで案内できます
ので、内容が明快でお客様への訴求も抜群です。さらにオ
プションの数をその場で直接入力できるので、選択しやすく
追加を促進。宿泊単価の向上へ威力を発揮します。

美しく自動レイアウトされて
オプションが選びやすい！
オプション画像の一覧は、
自動で見やすくレイアウト。
ラインアップがひとめでわかります。

数をダイレクト入力できる！
希 望 するオプ ション
数を直接入力可能。
追加を促します。
オプション一覧表示部分

大きな画像で魅力が伝わる！

プランのチョイス
（選択肢が3つの場合）

宿泊プラン用と客室用で、
それぞれ最大5つまで設定可能です。
組 み合わ せて利 用することで 、従 来の予 約システムでは 実 現できな
かったプランづくりを可能にしました。お客様のご希望を反映できるの
で、
これまでにない柔軟で自由度の高いプランがつくれます。

例えば
・記念日プランで、
アニバーサリーアイテムをチョイス！
・選べるご宿泊特典プランで、お好きな特典をチョイス！

オプション画像もワンクリックで拡大表示。
オプションの詳細

・エステ付きプランで、施術メニューをチョイス！

説明や注意事項も表示可能です。

・お土産付きプランで、
お好きなお土産をチョイス！ etc...

なら
宿シス

オプションの在庫数と
提供期限を設定できます！
オプションごとに提供数量と期間を設定ができるの
で、
オプションの出し入れを自動で行えます。

さまざまな選択ポイントで
［チョイス］
を効果的に設定することで、
客単価の向上が狙えます！

オプションの画像拡大と詳細表示
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求められる機能を搭載
［宿シス］は、各種オプションも無料でご提供。低価格でも高機能な予約システムを実現しました。

有料オプション
［宿シス］の運用をサポートするオプションサービスをご用意しております。
＊オプションサービスは月額料金には含まれておりません。

バージョン4 . 0で追 加された新 機 能

シークレットプラン
通常のお客様には表示されない、特定のお客様限
定のプランを設定できます。

特定のお客様だけにご案内できるので、限定プランや優
待割引プランなど、ネット上で柔軟な販売が可能になりま
す。シークレットプランはURLでのご案内となりますので、
メルマガ配信システムを利用して、効率的にお知らせす
ることが可能です。

クレジットカード決済機能

■ホテペイ

ジット決済」をご利用いただけます。
［ 宿シス］では、
プ

キャンセル料金の不払い防止にもなります。

ホテペイではご予約規模に合わせて月額利用料と決済手数
料が異なる2つの基本プランよりお選びいただけます。
・初期費用 33000円（税込）
・月額利用料5,500円 + 決済手数料1.98％
・月額利用料2,200円 + 決済手数料2.2％

クレジットカード決済につきまして、詳細は最終ペー

■ルミーズ

早割プランの設定や外国からのお客様に便利な「クレ

ラン毎にクレジットカード決算の設定が可能です。
クレ

ジット決 算ならキャンセル料 金も清 算できますので 、

ジをご参照下さい。

メルマガ配信システム
［宿シス］の顧客情報からメール配信できる機能を
無料でご提供いたします。

宿泊実績として登録されていて、
メール配信を希望され
ているお客 様に向けてのメルマガを配 信となります。
ま
た、全てのお客様に対してだけでなく、条件に合ったお客
様のみに対しても配信可能です。宿シスとの連動でコス
ト0円のメールマーケティングを実現します。

※お支払いはルミーズになります。

利用可能なカード
VISA、Master、JCB、Diners、AMEX

FAX機能

50通ごとに

+550 円［税込］

※［宿シス］月額料金に50通分の費用が含まれています。

早割プラン

埋め込み式宿シス

早 期 予 約のお客 様に値 引き設 定を適 用さ
せることが可能です。

同一ウインドウで表示されるように
［宿シス］
の
ホームページ内への埋め込みが可能です。

従来機能

日帰り予約対応

空室お知らせサービス

宿シスは「日帰り
（0泊）」のご予約にも対応。
稼働率を高め、将来の宿泊利用にもつなげ
る効果を発揮します。

満室日でも、お部屋が空いたらお知らせしま
す。キャンセル待ちの受付が可能で、逃がし
ていた売上を埋め合わせます。

選べるカラー

英語予約に対応

旅館様のイメージに合わせて、予約画面の
キーカラーをデザイン性を重視して厳選され
た6タイプから選べます。

Googleアナリティクスや
リスティング広告に対応
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※お支払いは弊社より月額利用料をご請求します。

部屋・プラン設定の初回入力代行
33,000 円［税込］
スマートフォン表示機能
1,100 円［税込］

初期費用 33000円（税込） 月額費用 3850円（税込）
※VISA/MASTER 決済手数料1.8％+税
※JCB/AMEX/他 決済手数料3.0％+税

［宿シス］
へ予約が入った時に通知メールをFAX出力する機

能。
［宿シス］
月額料金に50通分の費用が含まれています。50通
増すごとにプラス￥550（税込）のFAX料金が掛かります。

［宿シス］立ち上げ時における、
初期設定入力の代行サービス
です。
設定代行は、
客室名・プラン名、各内容詳細等を記入し
た専用のヒアリングシートをご提出いただきます。
また、
写真素

材等をご用意いただいた上でのご対応とさせていただきます。

スマートフォンで予約を進めた際に、自動でスマート
フォン専用の画面表示となります。英語版宿シスにも対
応。※キャンセル申込画面、空室お知らせサービス画面
は、スマートフォン対応の対象外となります。

外国人の予約向けに、宿シス予約画面が英
語表示になります。英語版プランを登録し
ていただき、予約開始となります。

従来機能に、Googleアナリティクスやリスティング広告のタグ
設置が可能。タグをメールでお送りいただければ、サポートセン
ターで設置の対応を させていただきます。
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0 円レンタルサーバー

在庫一括管理システム対応

ご契約者様の特典として
「0円レンタルサーバー」
をご利用いただけます。

［宿シス］は、
「らくじゃん、TL-リンカーン、手間いらず、
ルームマネージャー」
といった、

「0円レンタルサーバー」
なら、サイト公開に必要なサーバー費用が無料になりますので、

主要な予約サイト一括管理ツールに対応済み。
［ 宿シス］
と併用いただくことで、複数予約サイト連動時における

オフィシャルサイト運営に掛かる経費を抑えることが可能です。

オーバーブッキングの防止や、部屋在庫の調整作業に掛かる時間や人件費の削減へと繋がります。

初期費用、月額費用、
ドメイン取得費用

月額費用
ドメイン費用

円

「0円レンタルサーバー」は、弊社専用サーバーのリソースのうち、
弊社では使いきれていない部分を宿シスをご契約のお客様へレ
ンタルサーバーとして、無料でご提供させていただくものです。
ホームページやメール等、お客様の使用目的に合わせて、
ご自由
にお使いいただけます。

自社サイト
じゃらん n et
楽天トラベル

※com、net、org、info、bizのドメインに限ります。
その他のドメインについては別途月額費用がかかります。
jpは350円/月、
co.jpは700円/月になります。
費用の詳細については、
お問い合わせください。

終了いたしました

サイト公開にかかる年間経費例

約

宿管理用PC

自社サイトの予約システムと
「じゃらんnet・楽天トラベル」
といった複数
の予約サイトと部屋在庫の連動を可能にする一括管理システムです。

一括管理システム

レンタルサーバー契約に必要な
費用が全て無料！

初期費用

サーバレンタル費 用
年間
ド メイン 維 持 費 用

在庫一括管理システムとは？

36,000円〜

空室共有を一元管理。残室は自動で連動されるので、在庫切れやオーバーブックの心配がありません

宿シスご契約後

0 円レンタルサーバー利用で

0円

［宿シス］対応済みの在庫一括管理システム
［宿シス］は、以下の在庫一括管理システム
（予約サイト一括管理ツール）に対応しております。

宿シスご利用なら、貴館のオフィシャルサイト運営に掛かる経費を下げられます！

TL-リンカーン

さらに0円なのに、驚きのパフォーマンス！

手間いらず！

ルームマネージャー

らく通

ねっぱん!++

その他の在庫管理システムをご利用のお客様はお問い合わせください
※「らくじゃん」は2015年2月末をもって、サービス終了となりました。

レンタルサーバーが

初期費用
月額費用

0円
0円

.comや.netなど

0円

お好きなドメイン

取得費用

2年目以降も無料

サーバーの状態は

24 時間
365日

有人監視・管理

ネットワークは

100 M 回線

現場の声から生まれた
使いやすい管理機能

(占有 ) の

高速な回線をご提供!

宿泊プランの内容・価格・写真・掲載時期等の設定を行う
「管理者専

0 円レンタルサーバーご利用時にあたっての注意事項
■ 弊社では、
現在ご利用のサーバーからのファイル移管作業は行いません。

■ サーバー上で公開されているサイトの更新作業は、
一切受け付けておりません。

■ 0円レンタルサーバーは宿シスをご契約中にのみ、
使用が可能となります。

■ サーバー上の基本ソフトウェアの追加は、
一切のご要望を受け付けておりません。

■ 0円レンタルサーバーの契約は、
宿シスをご利用中は自動更新となります。

■ PHPやCGIをご利用のシステムについて、
導入・設定・運用のサポートは
行っておりません。
お客様にて調べられる範囲でのご利用をお願いします。

■ 宿シスの解約、
またはご利用停止の際には0円レンタルサーバーをご利用
いただくことはできません。

用ページ」にも、宿シスは使いやすさを求めました。宿の現場の声を取
り入れて生まれた管理機能は、コンピュータの専門知識がなくても、簡
単操作でどなた様でも無理なくご使用いただけます。

宿シス管理画面
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ご導入までの流れ

ご利用料金について

宿シスご導 入までの流れを6つの段 階でご案 内いたします。

初期費用 1 1 , 0 0 0 円(税込) 月額料金 8,250 円 (税込)［1年契約時］
1

お申し込み

宿シスホームページの「お申込みフォーム」より必要
事項をご記入の上、お申し込みください。
申込書類が届きましたら必要書類にご記入の上、ご返
送ください。

1 年 単位でのご契約となります。
契約期間途中でのご解約の場合、残りの期間の月額料金の総額を一括にてお支払いいただきます

料金システム

2

ご入金

ご契約プランに応じた月額利用料「3ヶ月分の料金」
と
初期費用をご入金ください。（4ヶ月目以降は、月払いと

ご契約は、FAX機能ありとなしの場合からお選びいただけます。

ご利用サービス
宿シス

月額 費 用
FAX機能

なります。）

※表示料金は「税込」
です。

1年契約

￥8,250(税込)

※1

￥7,700(税込)

̶
※1： FAX送信50通分が含まれています。50通増すごとに￥550（税込）のFAX料金が掛かります。

3

4

設定開始

5

リンク設定

6

16

IDの発行

宿シス公開

ご利用申込書とご入金確認後に
［宿シス］
ログイン用
ID＆PASSを発行いたします。

管理画面右上のヘルプ（マニュアル）に従い、客
室・プラン詳細等の初期設定情報をご入力ください。

ご入力完了後、施設様のホームページから
［宿シス］へリ
ンク設定を行ってください。
リンク先のURLは［宿シス］の
管理画面より入手いただけます。

リンク設定完了後、
［ 宿シス］公開
予約受付開始となります

お支払いに関して

ご契約時に［3ヶ月分の料金］を前払いいただきます。

お申し込み

4ヶ月目以降は月払いにて自動引き落としとなります。

宿シスホームページの「お申込みフォーム」より必要事項をご
記入の上、お申し込みください。

FAX. 0279 - 30 - 2174

www.yadosys.com

予約と管理画面の
体験版を公開中！
予約画面の体験版は「宿シス ホームページ」にてお試し
いただけます。管理画面の体験版はログイン情報が必要
となりますので、
ホームページからお問い合わせいただくか
「宿シス サポートセンター」
までご連絡ください。
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クレジットカード決済機能に関する比較・詳細一覧
※価格は全て税込となっております。

ホテペイ

ルミーズ

お問い合わせください

3,850円

33,000円

33,000円

VISA/MASTER/JCB/
AMEX/DINERS

VISA/MASTER/JCB/
AMEX/DINERS/DISCOVER

決済手数料

お問い合わせください

VISA/MASTER 1.8%+税
JCB/AMEX/他 3.0%+税

送金手数料

無料

無料

トランザクション手数料
1予約当たり

15円

15円

月末締め翌月払い
※月4回サイクルも選べます

月末締め
翌月払い

可

可

不可

不可

株式会社タイムデザイン
〒150-0013

ルミーズ株式会社
〒384-0026
長野県小諸市本町3-2-25
菱屋本町ビル
TEL 0570-070-789

月額基本使用料
導入初期費用
利用可能カード

入金サイクル
事前決済(予約時)
事後決済
(チェックアウト時）

運営会社情報

東京都渋谷区恵比寿1-18-14
恵比寿ファーストスクエア8F
corporate@timedesign.co.jp

■ホテペイ
カード情報入力画面へ偏移しないスムーズなご予約導線となります。
月額利用料と決済手数料が異なる2つの基本プランよりお選びいただけます。
お申込みには、弊社宛のお申込書と併せ、決済会社であるタイムデザイン社用のお申込書が
必要となります。
https://www.hotelpay.jp/
■ルミーズ
宿シスではご利用料はいただいておりません。
月額利用料やその他ご質問等はルミーズに直接お問い合わせください。
https://www.remise.co.jp/service/ec.html
（お問合せ先）TEL：0570-070-789、MAIL：sales@remise.jp
ご不明な点がございましたらサポートセンターまでお問合せください。

