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■できること、機能⼀覧
メニュー BrovalApp

のアプリ 説 明

会
員
限
定

会員情報詳細 ランクやメールアドレスなど、会員情報の詳細が確認できます。
また、会員情報の印刷やメール送信も⾏うことができます。

来店登録 会員の来店登録ができます。

来店履歴 会員の来店履歴を確認できます。

購⼊履歴 ー

予約受付 会員の予約受付ができます

予約履歴 会員の予約履歴を確認できます。

メール履歴 会員に配信したメールの履歴を確認できます。

アンケート実施 会員にアンケートを実施することができます。

アンケート履歴 会員が回答したアンケートの履歴を確認できます。

ポイント発⾏ 会員にポイントを発⾏することができます。

ポイント履歴 会員に発⾏したポイントの履歴を確認できます。

クーポン発⾏ 会員にクーポンを発⾏することができます。

クーポン履歴 会員が取得したクーポンの履歴を確認できます。

⼀
般
公
開

会員登録 会員登録の受付ができます。

予約受付 予約の受付ができます。

クーポン発⾏ クーポンの発⾏を⾏います。表⽰したクーポンは、QRコード、
レシートとして配布できます。

クーポン消化 クーポンの利⽤受付ができます。

アンケート実施 アンケートを実施できます。

確認
予約状況 予約状況を確認できます。

アンケート回答 アンケートの回答内容を確認できます。

設定 予約 店舗、およびスタッフの予約スケジュールの設定・変更ができます。

情報
アカウント アカウントの情報確認とサインアウトができます。

システム システム情報を確認できます。

BrovalApp Mobile でできること

会員証

予約

クーポン

アンケート

予約

アンケート

予約

会員証

・各メニューをご利⽤いただくためには、BrovalApp の各アプリケーションの管理画⾯において、「管理者情報」を
作成しておく必要があります。
詳細は、本マニュアルのセットアップ「管理者情報を作成する」をご覧ください。

メモ



2

① 管理者情報を作成する。

１

インターネットブラウザを起動し、以下のURLか

ら Appli Station Manager へアクセスします。

＜ローカルネットワークからアクセスする場合＞

Windows︓http://brovalbox/bbm/

Mac︓http://brovalbox.local/bbm/

(または、IPアドレス/bbm/)

＜外部ネットワークからアクセスする場合＞

http://ドメイン or サブドメイン/bbm/

2

サインイン画⾯が表⽰されますので、BrovalBox

設置時に設定された「ユーザー名」「パスワー

ド」を⼊⼒しサインインします。

サインインできますとアプリケーションの⼀覧が

表⽰されますので、BrovalApp Mobile で利⽤し

たいアプリケーションを起動します。

セットアップ

アドレスを⼊⼒

アプリケーションを選択

ユーザー名、パスワードを⼊
⼒しサインインします。

⼀覧にアプリケーションが表
⽰されていない場合には、こ
ちらからダウンロードしてい
ただくことができます。
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3

初期設定＞管理者設定＞管理者情報を新規作成

管理者設定を⾏うと、設定した IDとパスワードで BrovalApp Mobile にサインインすることができるようになりま

す。

4

BrovalApp Mobile で利⽤したいアプリケーション全てについて、同様に管理者設定を⾏います。

その際、共通の IDとパスワードを設定しておくと、BrovalApp Mobile を利⽤する際に、１つのアカウントで複数の

アプリケーションを同時に操作できるようになります。

・ BrovalApp MobileVer 2.0.0 で利⽤できるアプリケーションは、
「予約システム／会員証システム／クーポンシステム／アンケートシステム」の４つとなります。
・１つのアカウントで、BrovalApp Mobile の全ての機能をご利⽤いただくためには、各アプリケーションに、共通の
「ID」と「パスワード」で管理者情報を登録する必要があります。
・ BrovalApp Mobile は、以下のバージョンの BrovalAppアプリで動作いたします。
ご利⽤いただく前に、BrovalApp の各アプリケーションを最新のバージョンにアップデートしてください。
予約システム ︓Ver1.9 以降
会員証システム ︓Ver1.7 以降
クーポンシステム ︓Ver1.4 以降
アンケートシステム︓Ver1.3 以降
メール配信システム︓Ver1.5 以降

【公開】を選択すると、IDが有効に
なります。

ローカルネットワーク環境外からの
アクセス可否の設定となります。

任意の「ID」と「パスワード」を設
定します。

メモ
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② AppStore から iOSアプリをインストールする。

1

AppStore で BrovalApp Mobile を検索し、iPad や iPhone にインストールします。

「BrovalApp Mobile」で検索。
アプリケーションが⾒つかったら、ご利
⽤端末にインストールします。

インストールが完了すると、こちらのア
イコンが端末上に表⽰されます。
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① アプリケーションを起動してサインインします。

1-1
BrovalApp Mobile を起動してサインインする

接続先のドメインを⼊⼒します。

本マニュアルの「セットアップ」の
項⽬で作成した管理者情報を⼊⼒し
ます。

「サインイン」をタップします。

サインインすると、こちらに利⽤できるメニュー
が⼀覧で表⽰されます。



6

① BrovalApp Mobile でできることを紹介します。

① 会員 会員照会
会員証システムに登録されている会員を検索し、会員に対して、ポイ
ント発⾏や予約受付などの各種メニューを実⾏することができます。

② ⼀般

会員登録 会員登録の受付ができます。

予約受付 予約の受付ができます。

クーポン発⾏
クーポンの発⾏を⾏います。表⽰したクーポンは、QRコード、
レシートとして配布できます。

クーポン消化 クーポンの利⽤受付ができます。

アンケート実施 アンケートを実施できます。

③ 確認
予約状況 予約状況を確認できます。

アンケート回答 アンケートの回答内容を確認できます。

④ 設定 予約 店舗、およびスタッフの予約スケジュールの設定・変更ができます。

1-2
メインメニューと主な機能について

①

②

③

④

左側の⼀覧で選択したメニューの内
容が表⽰されます。
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・会員証システムに登録されている会員を検索して表⽰することができます。

2-1
会員を検索する

できること

「会員検索」をタップします。

「会員番号」「名前」のいずれかで検索
します。名前で検索の場合は、部分⼀致
でも検索結果に表⽰されます。

選択した会員情報と、その会員に対して実⾏でき
るメニューが⼀覧で表⽰されます。

検索結果の⼀覧から、表⽰したい会員の
欄をタップします。
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・検索して表⽰した会員に対して、来店登録を⾏うことができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

① 来店登録を⾏う。

2-2
会員の来店登録を⾏う
できること

会員情報の画⾯で来店の「登録」をタッ
プします。
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確認画⾯が表⽰されたら「OK」をタ
ップします。

完了画⾯が表⽰されたら「OK」をタ
ップします。
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・検索して表⽰した会員の、来店履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

① 来店履歴を確認する。

2-3
会員の来店履歴を確認する
できること

会員情報の画⾯で来店の「履歴」をタッ
プします。
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会員として来店登録を⾏った履歴が
表⽰されます。
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・検索して表⽰した会員の予約を受付けることができます。また、予約情報を印刷することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-4
会員の予約を受付ける
できること

カテゴリ、スタッフ、サービスの各メニ
ューから条件を指定し、「予約カレンダ
ーの表⽰」をタップします。

会員情報の画⾯で予約の「受付」をタッ
プします。
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カレンダーから希望の⽇時を選択します。

表⽰された⽇時を確認し、「続⾏」をタップしま
す。
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会員情報から予約者情報が⾃動的に挿⼊
されますので、変更が無ければそのまま
「登録」をタップし予約は完了となりま
す。
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こちらに何も表⽰されていない場合には、
予約システムの印刷設定を先に⾏ってく
ださい。

指定のプリンターが接続されている場合
には、予約情報を印刷することができま
す。
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・検索して表⽰した会員の予約履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-5
会員の予約履歴を確認する
できること

指定した会員のこれまでの予約受付履歴
を⼀覧で確認することができます。

会員情報の画⾯で予約の「履歴」をタッ
プします。



17

・検索して表⽰した会員に、過去に配信したメールの履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-6
会員に配信したメールの履歴を確認する
できること

指定した会員のこれまでのメール受信履
歴を⼀覧で確認することができます。

会員情報の画⾯でメールの「履歴」をタ
ップします。
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・検索して表⽰した会員にアンケートを実施することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-7
会員にアンケートを実施する
できること

公開されているアンケートの⼀覧が表⽰
されますので、いずれかのアンケートを
タップします。

会員情報の画⾯でアンケートの「実施」
をタップします。
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完了後「次へ進む」をタップします。

選択したアンケートが表⽰されますので
アンケートを実施します。



20

アンケートに属性が設定されている場合
は回答します。

「送信」をタップします。

完了画⾯が表⽰され、アンケートは完了
となります。
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・検索して表⽰した会員のアンケート回答履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-8
会員が回答したアンケートの履歴を確認する
できること

指定した会員のこれまでのアンケート回答履
歴を⼀覧で確認することができます。さらに
⼀覧からアンケートをタップすると回答を確
認することができます。

会員情報の画⾯でアンケートの「履歴」を
タップします。
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個別のアンケートの回答内容が表⽰され
ます。
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・検索して表⽰した会員に対して、ポイントの発⾏を⾏うことができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

① ⼿動でポイントを発⾏する。

2-9
会員にポイントを発⾏する
できること

会員情報の画⾯でポイントの「発⾏」を
タップします。

Webアプリ側で「ポイントセット」が登録され
ている場合、表⽰されたリストをタップすること
でポイントを発⾏できます。

画⾯右上の マークをタップします。
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加算⽇や区分、種別、ポイント数を⼊⼒します。

「ポイント発⾏」をタップします。

ポイントが発⾏されます。
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・検索して表⽰した会員のポイント履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-10
会員に発⾏したポイントの履歴を確認する
できること

指定した会員のこれまでのポイント履歴
を⼀覧で確認することができます。

会員情報の画⾯でポイントの「履歴」を
タップします。
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・検索して表⽰した会員にクーポンを発⾏することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-11
会員にクーポンを発⾏する
できること

会員情報の画⾯でクーポンの「発⾏」を
タップします。

配布可能なクーポンの⼀覧が表⽰されま
すので、いずれかのクーポンをタップし
ます。
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SAMPLE

こちらのQRコードを携帯端末などで読
み込み、表⽰されたクーポンを保存する
ことで取得していただくことができます。

選択したクーポンの詳細が表⽰されます。
クーポンは「QRコード」「会員証に保存」
「印刷」のいずれかの⽅法で配布することが
可能です。

こちらに何も表⽰されていない場合には、
クーポンシステムの印刷設定を先に⾏っ
てください。

指定のプリンターが接続されている場合
には、クーポンを印刷することができま
す。

クーポンが会員証に保存されます。
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・検索して表⽰した会員のクーポン取得履歴を確認することができます。

（会員情報画⾯の開き⽅は、本マニュアル「2-1会員を検索する」をご覧ください。）

2-12
会員が取得したクーポンの履歴を確認する
できること

指定した会員のこれまでのクーポン取得
履歴を⼀覧で確認することができます。

会員情報の画⾯でクーポンの「履歴」
をタップします。

取得履歴は「未使⽤」「使⽤済」を切り
替えて表⽰することができます。
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履歴表⽰の上で右から左にフリックする
と、消化ボタンが表⽰されます。こちら
のボタンから消化を⾏うことも可能です。
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・会員登録を⾏うことができます。また、登録した会員情報をメールで送信したり、印刷することができます。

3-1
会員登録を受付ける
できること

会員情報の⼊⼒画⾯が表⽰されますので、
必要な情報を⼊⼒し「登録」をタップし
会員登録は完了となります。

「会員登録」をタップします。
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指定のプリンターが接続されている場合
には、会員情報を印刷することができま
す。

こちらに何も表⽰されていない場合には、
会員証システムの印刷設定を先に⾏って
ください。

登録されたメールアドレスに、会員情報
を送信することができます。
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・予約を受付けることができます。また、予約情報を印刷することができます。

3-2
予約を受付ける
できること

「予約受付」をタップします。

カテゴリ、スタッフ、サービスの各メニ
ューから条件を指定し、「選択した条件
でカレンダーを表⽰する」をタップしま
す。

カレンダーから希望の⽇時を選択します。
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表⽰された⽇時を確認し、「次へ」をタップしま
す。



34

予約者情報を⼊⼒し「登録」をタップす
れば予約は完了となります。
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こちらに何も表⽰されていない場合には、
予約システムの印刷設定を先に⾏ってく
ださい。

指定のプリンターが接続されている場合
には、予約情報を印刷することができま
す。
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・クーポンを発⾏することができます。

3-3
クーポンを発⾏する
できること

配布可能なクーポンの⼀覧が表⽰されま
すので、いずれかのクーポンをタップし
ます。

「クーポン発⾏」をタップします。

SAMPLE

選択したクーポンの詳細が表⽰されます。
クーポンは「QRコード」「印刷」のいず
れかの⽅法で配布することが可能です。

こちらのQRコードを携帯端末などで読
み込み、表⽰されたクーポンを保存する
ことで取得していただくことができます。

指定のプリンターが接続されている場合
には、クーポンを印刷することができま
す。

こちらに何も表⽰されていない場合には、
クーポンシステムの印刷設定を先に⾏っ
てください。
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・クーポンを利⽤し、消化することができます。

3-4
クーポンの利⽤受付をする
できること

クーポン番号の⼊⼒画⾯が表⽰されます
ので、番号を⼊⼒し「消化」をタップし
ます。

携帯端末に保存され
たクーポンや、印刷
されたクーポンのバ
ーコードをカメラで
撮影することでクー
ポン番号を読み取り、
消化することもでき
ます。

「クーポン消化」をタップします。

指定したクーポンが消化されます。OKを
タップすると消化画⾯に戻ります。
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・アンケートを実施することができます。

3-5
アンケートを実施する
できること

公開されているアンケートの⼀覧が表⽰
されますので、いずれかのアンケートを
タップします。

「アンケート実施」をタップします。
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完了後「次へ進む」をタップします。

選択したアンケートが表⽰されますので
アンケートを実施します。
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アンケートに属性が設定されている場合
は回答します。

「送信」をタップします。

完了画⾯が表⽰され、アンケートは完了
となります。
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・予約内容を確認することができます。また、その内容を印刷することができます。

4-1
予約状況の確認、印刷を⾏う
できること

検索条件を指定して「検索」を⾏うと、
その結果が表⽰されます。
さらに詳細を確認したい場合には、その
予約情報をタップします。

「予約情報」「キャンセル情報」「来店
完了の情報」をそれぞれ切り替えて確認
することができます。

「予約状況」をタップします。

スタッフやメニューで絞り込んで表⽰す
ることができます。
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選択した予約情報の詳細が表⽰され
ます。

こちらに何も表⽰されていない場合には、
予約システムの印刷設定を先に⾏ってく
ださい。

指定のプリンターが接続されている場合
には、予約情報を印刷することができま
す。

管理者⽤情報の編集を⾏うことがで
きます。

予約者情報の編集を⾏うことができ
ます。
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・予約内容の変更、キャンセル、来店完了の処理を⾏うことができます。

4-2
予約の変更、キャンセル、来店処理を⾏う
できること

「予約状況」をタップします。

予約情報の上で右から左にフリックすると、
来店・キャンセル・編集の各ボタンが表⽰さ
れます。こちらのボタンから来店登録、キャ
ンセル受付、予約情報の編集を⾏うことがで
きます。

来店完了の処理を⾏うことが
できます。
※当⽇の予約でのみ表⽰され
ます。

予約内容の変更を⾏うことが
できます。

予約のキャンセルを⾏うこと
ができます。
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・アンケートごとに回答内容を確認することができます。

4-3
アンケートの回答内容を確認する
できること

検索条件を指定して「検索」を⾏うと、
その結果が表⽰されます。
確認したいアンケートをタップします。「アンケート回答」をタップします。

選択したアンケートの回答⼀覧が表⽰さ
れますので、回答内容を確認したいアン
ケートをタップします。
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アンケートの回答内容が表⽰されます。



46

5-1
店舗、およびスタッフの予約スケジュールの変更をする
できること

「店舗の受付⽇」をタップします。

「予約」をタップします。

予約受付設定を変更したい⽇付の欄をタ
ップします。
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営業︓営業時間と休憩時間を設定できます。
休み︓選択した⽇を「休み」にします。
受付停⽌︓設定すると、

以後その⽇の予約ができなくなります。

営業区分で「営業」を選択した場合には、
営業時間と休憩時間をあわせて設定し、
「登録」をタップします。

設定した内容が、予約スケジュールに反
映され完了となります。

「保存」をタップします。
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「スタッフの受付⽇」をタップします。

「予約」をタップします。

予定⽇とスタッフを選択し、「検索」を
タップします。

検索結果が表⽰されますので、予約受付
設定を変更したい⽇付の欄をタップしま
す。
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営業︓営業時間と休憩時間を設定できます。
休み︓選択した⽇を「休み」にします。

営業区分で「営業」を選択した場合には、
営業時間と休憩時間をあわせて設定し、
「登録」をタップします。

「保存」をタップします。

設定した内容が、予約スケジュールに反
映され完了となります。
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