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レストラン専用　ホスピタリティー サポートシステム
常連客とのコミュニケーションツール

【初級編】

１．　プログラムの起動と終了

１．１　アイコンからの起動

　　デスクトップに作成してある「ホスピタリティーサポートシステムへのショートカット」のアイコンをダブル
　　クリックしてプログラムを起動してください。（図１）

プログラムの格納フォルダについて

このシステムのプログラム（Telsmile.exe等）は
C:\Program Files(x86)\telsmile フォルダに
格納されています。

図１

　　パスワード入力画面が表示されますので、パスワードを入力して「ＯＫ］をクリックしてください。（図２）

　　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面が
　　表示されます。(図３）

　　【重要】
　　ホスピタリティーサポートシステムを起動すると、
　　同時に電話着信処理プログラムが自動的に起動し、
　　電話の着信を取得できるようになります。
　　詳しくは１．３．をご参照ください。

図２

１．２　プログラムの終了

　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面の「終了」ボタンをクリックすると、名簿表示画面が閉じ、
　メニュー画面（図４）が表示されますので、メニュー画面の「終了」ボタンをクリックしてください。

　図３．　名簿表示画面

ここをクリック

ダブルクリック
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【重要】
ホスピタリティーサポートシステムを終了すると
自動的に電話着信処理プログラム（１．３．参照）
も終了します。
電話着信処理プログラムを終了すると
電話があっても着信取得ができません。

　図４．　メニュー画面

１．３　電話着信処理プログラム

　　ホスピタリティーサポートシステムを起動すると、同時に電話着信処理プログラムが自動的に起動し、
　　最小化状態（画面は表示されずに電話着信待ちの状態）になります。（図５Ａ）

図５Ａ．　タスクバー（Windows7）

図５Ｂ．　タスクバー（Windows８．１）

　　最小化している電話着信処理プログラムのタスクバーのアイコン（図５Ａ）をクリックすると、画面が表示
　　されます。（図６）

　　図６．　電話着信処理プログラム（画面が表示されて電話着信待ち状態）

電話着信処理プログラム
のアイコン

ここをクリック
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　　電話着信処理プログラムの最小化

注意
この画面は他のすべての
画面より上に表示されます
ので、通常は最小化して
おいてください。

　　図７．

　　画面右上の「最小化」ボタンをクリックすると、再び最小化状態（画面は表示されずに電話着信待ちの状態）
　　になります。（タスクバーにはアイコンが表示されています。図７、図５Ａ）

　　電話着信処理プログラムの終了

「終了」ボタンをクリックすると、終了確認ダイアログ画面が表示されますので、「はい」を
クリックして電話着信処理プログラムを終了してください。（図８Ａ）

注意
電話着信処理プログラムを終了
すると、電話があっても着信取得
ができません。
誤って終了してしまった場合は
デスクトップのショートカットを
ダブルクリックして再起動して
ください。（図８Ｂ）

図８Ｂ．　電話着信処理プログラム
　　図８Ａ．　電話着信処理プログラム 　　　　　　のショートカット

　　

終了ボタン

１日の業務が終了したら
１日の業務が終了したら、ホスピタリティーサポートシステムと電話着信処理プログラムの両

方を終了処理してください。終了しないままノートＰＣをスリープモードで閉じ、翌日立ち上げて

も、電話着信取得ができなかったり、データのバックアップができなかったりといった問題が発

生します。！ また、ＰＣのシャットダウンもできるだけ（最低１週間に１回）おこなうようにしてく

ださい。

また、雷雨時など雷被害が予想されるときは、パソコンの電源をコンセントから抜いて帰宅す

るようにしてください。

最小化ボタン
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２．　電話がかかってきたとき

２．１　未登録電話からの着信

未登録の電話番号から電話がかかってくると、電話着信処理プログラムの画面が開き、電話番号
のみが表示されます。（図９）

　　図９．　電話着信時画面（未登録電話の場合）

２．２　登録済みの電話からの着信

すでに名簿に登録されている電話番号から電話がかかってくると、電話着信処理プログラムの
画面が開き、電話番号やその他の名簿データやメモが表示されます。（図１０）

　　図１０．　電話着信時画面（登録済み電話の場合）

予約データを入力
している途中

名簿データ

メモ表示欄
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３．　予約の電話がかかってきたとき

はじめてのお客様から予約の電話がかかってきたときは、以下の手順でまず名簿を作成します。

３．１　氏名の入力

氏名欄をクリックすると、名簿追加確認画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。
（図１１）
「はい」をクリックした時点で名簿が作成され、ＩＤがセットされます。（図１２）

　　図１１．　名簿追加確認画面

氏名欄に入力し、Ｅｎｔｅｒキーを押してください。カーソルは用件欄に移動します。

　　図１２．　氏名の入力

以下の手順は名簿登録済みのお客様からの予約電話でも同様です。

３．２　用件の入力
用件コンボボックスから「予約」を選択してください。ガイドボックスに記されているように、用件コンボ
ボックスの背景色が淡黄色のときにキーボードの「１」を押すだけで、「予約」を選択できます。
なお、用件には以下の１０種類があります（図１３）
・　予約
・　予約変更
・　予約キャンセル
・　問い合わせ お客様からの問い合わせ
・　注文 店舗で販売する商品の注文
・　業務関係 食材、システム、厨房用具等の納入業者、取材、広告業者など
・　その他 迷惑電話（出たくない電話）
・　お弁当 お弁当、仕出し弁当などの注文
・　満席断り 予約の電話に対して満席で断る場合
・　予約代行 予約代行業者として登録してある電話番号からの電話の場合

氏名欄をクリック

Ｅｎｔｅｒキーを押す

カーソルがある入力欄の背景色は淡い黄色になります
ガイドボックス

IDがセット
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　　図１３．　用件の入力

３．３　予約日の入力

用件に「予約」を選択すると、予約日以下が入力できるようになります。
ガイドボックスの表示にあるように、予約の電話の場合、予約日をYYYY/MM/DD形式、またはM/D形式
すなわち月(1～12）/日（1～31）で入力してＥｎｔｅｒキーを押してください。
カレンダーボタンをクリックすると、カレンダーが表示されますので、日付を選択することで予約日を
入力することもできます。

　　図１４．　予約日の入力

３．４　予約状況の確認

予約日を入力すると、その日
の予約状況確認画面が表示
されます。
この画面で、人数（大人、
子供）、予約時間、部屋席、
時間を入力することもでき
ます。

予約状況により、満席の
場合は、「満席断り」を、
予約可能な場合は、
「予約OK」をクリックして
ください。

満席断りの場合は用件が
「満席断り」に自動的に
変わります。

図１５．　予約状況確認画面

コンボボックスから選択

予約日を直接入力するか、
カレンダーから選択

ガイドボックス
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３．５　予約時間その他の入力

・ 予約時間
ガイドボックスの表示にあるように、予約の電話の場合、予約時間をHH:MM形式、すなわち、時(00～23）
:分（00～59）で入力してＥｎｔｅｒキーを押してください。
分を省略して時(00～23）のみで入力した場合は分は00になります。

図１６．　予約時間の入力

・ 予約時間

大人、子供にわけて数字で入力してＥｎｔｅｒキーを押してください。。空白のままでもかまいません。

・ 時間の入力

予約の部屋・席使用時間をH:MM形式または時間単位（1、1.5、2・・）または分単位（60、90、120など）
で入力してＥｎｔｅｒキーを押してください。
例えば１時間半なら1:30または1.5または90のいずれか
２時間なら、2または120のいずれかで入力します。

・ 部屋席の入力

特定の部屋・席を予約の場合は、コンボボックスから選択します。
用件コンボボックス同様、マウスを使わず、キー１字（英数字１文字）を押すだけでも選択可能です。

・ 予算の入力

予算がある場合は、数字で入力してＥｎｔｅｒキーを押してください。

以上の入力内容が、メモ入力欄に転記されます。その他メモの追記項目があれば付加してください。
（図１７）

図１７．　メモ入力欄

なお、電話着信時は予約内容を紙にメモ書きしておき、後から着信一覧から予約データを入力する方法も
あります。その場合は「着信一覧からの予約処理」（１２ページ）をご覧ください。

予約時間を入力
19と入力すると、19:00

すなわち午後７時になります

ガイドボックス

メモ入力欄
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４．　予約の変更の電話がかかってきたとき

予約の変更の電話があったときは以下の手順で予約内容を変更してください。

４．１　用件の入力

用件コンボボックスから「予約変更」を選択すると、予約変更画面が表示されます。（図１８）
この画面で予約データのうち、予約日、予約時間、人数、メモの変更ができます。（図１９）
予約日の変更時には予約状況確認画面が表示されますので、変更が可能であれば「予約ＯＫ］を
クリック、変更ができない場合は「満席断り」をクリックしてください。

図１８．　予約変更画面（変更前）

　　　図１９．　予約変更画面（変更後）

「ＯＫ］をクリックし、予約変更画面を閉じます。

４．２　メモの入力（追記の必要がある場合）

メモ編集欄には「人数：2名->3名」と自動セットされますので、必要ならば追記してください。（図２０）

予約の変更についても、あとから
着信一覧から名簿表示画面を開いて
予約変更することができます。
その場合は「着信一覧からの
予約処理」（１２ページ）を
ご覧ください。

図２０．　メモ編集欄

人数の変更
２名->３名

メモ入力欄

キーボードの「２」を押すだけでも、
「予約変更」を選択することができます。
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この時点ですでに名簿データには予約変更のメモデータが追加されるとともに、予約データが更新されています。
その確認方法は以下のとおりです。

　　ホスピタリティーサポートシステムが最小化している場合は、タスクバーにあるアイコンをクリック
　　してホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面を表示してください。

　図２１．　タスクバー

　　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面が開きます。（図２２）

図２２．　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面

「最新着信」をクリックし、直前に電話のあった顧客名簿を開きます。
メモ表示欄に予約変更のメモが追加されていることがわかります。

また、「予約来客」ボタンをクリックして予約来客管理画面を開くと、予約データの変更内容を
確認することができます。（図２３）

図２３．　予約来客管理画面
コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

ホスピタリティーサポートシステムのアイコンをクリック

「最新着信」ボタン

メモ表示欄

予約変更がされていることの確認

日付をセット

AMをクリックし

て

拡大

「予約来客」ボタン
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５．　予約キャンセルの電話がかかってきたとき

予約のキャンセルの電話があったときは以下の手順で予約データをキャンセルしてください。

５．１　用件の入力

用件コンボボックスから「予約ｷｬﾝｾﾙ」を選択すると、予約キャンセル確認画面が表示されます。（図２４）

図２４．　予約キャンセル確認画面

５．２　予約のキャンセル

予約キャンセル確認画面でキャンセルしようとしている予約データを確認のうえ、
「予約キャンセルする」ボタンをクリックしてください。（図２４）

予約のキャンセルについても、
この時点ですでに名簿データには予約キャンセルのメモデータが 着信一覧から名簿表示画面を開いて
追加されるとともに、キャンセルされた予約データのキャンセル 予約キャンセルすることができます。
フラグを立てることにより、メモ表示の背景色がグレーになります。その場合は「着信一覧からの
（図２５） 予約処理」（１２ページ）を

ご覧ください。

図２５．　電話着信処理プログラム

コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

追加された予約キャンセルのメモデータ

キャンセルされた予約のメモデータ

キーボードの「３」を押すだけでも、
「予約ｷｬﾝｾﾙ」を選択することができます。

10



以下のようにホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面でも確認できます。

（１）　名簿表示画面を開く

　　ホスピタリティーサポートシステムが最小化している場合は、タスクバーにあるアイコンをクリック
　　してホスピタリティーサポートシステムを表示してください。

　図２６．　タスクバー

　　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面が開きます。
　　（図２７）

（２）　名簿データの検索
　　名簿データの検索ボックスで、例えば、氏名欄に「テスト」と入力し、
　　「検索」ボタンをクリイクすると、４件該当データがあるので、移動
　　ボタンをクリックして、目的の名簿データを画面に表示してください。

図２７．　ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面

メモ表示欄に予約キャンセルのメモデータが追加され、キャンセルされた予約のメモデータの
背景色がグレーになっていることが確認できます。

また、予約来客管理画面の該当日を開くと、予約表一覧からキャンセルされた予約データが消えて
いるのが確認できます。

図２８．予約来客管理画面
コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

ホスピタリティーサポートシステムのアイコンをクリック

予約キャンセルがされていることの確認

追加された予約キャンセルのメモデータ

キャンセルされた予約のメモデータ

名簿データの検索ボックス

拡大
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６．　着信一覧からの予約処理

電話がかかってきたときは電話の内容を紙の予約管理台帳に記載し、空いているいる時間にまとめて
データ入力を行う運用も可能です。

６．１　着信一覧画面の表示
　ホスピタリティーサポートシステム・名簿表示画面の「着信一覧」ボタンをクリックし、着信一覧画面を表示します。
　（図２９）

　未処理の着信データは用件が未設定なので、その名簿表示ボタンをクリックして名簿表示画面に着信データを
　表示します。

図２９．着信一覧画面

６．２　名簿追加
名簿表示画面に表示された着信データが名簿に未登録の電話番号の場合は、氏名欄をクリックし、
名簿追加を最初におこなってください。

６．３　用件の設定

用件コンボボックスから「予約」を選択します。
（予約変更なら「予約変更」、予約キャンセルなら「予約ｷｬﾝｾﾙ」）

　　図３０．ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面（用件入力）

コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

用件が未設定名簿表示ボタン
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６．４　予約日の設定
用件に「予約」を選択すると、予約日等が入力できるようになります。

予約日を入力してＥｎｔｅｒキーを押すと、予約状況確認画面が表示されます。（図３１）
予約日当日の予約状況を確認し、予約が可能かどうかを判断して、「閉じる」をクリックします。

予約満席と判断した場合は、名簿表示画面の用件を「満席断り」にしてください。

　　図３１．予約状況確認画面

６．５　予約時間等の設定

その他、予約時間、人数（大人、子供）、予算を入力してください。

以上の入力内容はメモ入力欄に転記されますが、その他情報があれば、それに追記してください。

　　図３０．ホスピタリティーサポートシステムの名簿表示画面（予約情報入力完了時）

コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

メモ入力欄に追記
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７．　名簿追加

顧客名簿は電話があったときに追加できるほか、名簿表示画面からの追加も可能です。

名簿表示画面の「名簿追加」ボタンをクリックすると名簿追加確認画面が表示されます。（図３１）

「はい」をクリックすると名簿が追加されてＩＤがセットされ、カーソルが電話番号欄にセットされます。（図３２）

　　図３１．名簿追加確認画面

　　図３２．名簿追加直後の名簿表示画面

以下は名簿データの入力例です。詳細については中級編でご説明します。

初級編は以上です。

コンボボックスの下矢印をクリック、またはカーソルがコンボボックスの入力ボックスにあるときに↓キーを押すと開く年/月/日の日付形式で入力してください。年を省略すると、現在の年になります。例えば10/9と入力する

IDがセット カーソルのある欄の背景色は黄色
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