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1.  はじめに

QRコードを読み取る

｜ はじめに5

店舗管理QRコード

h"ps://shop.o-cloud.app/

上記のQRコードをカメラで読み込むと、店舗管理にアクセスすることができます。

ホームまたはお気に⼊りに追加しておくと、次回アクセスしやすくなります。



2.  メニュー

すべてのメニューを確認する

1

2
3

4

2

カテゴリリスト

メニューリスト

1

設定されているカテゴリの数に応じ
てタブが表⽰され、カテゴリに紐づ
いているメニューがリストで表⽰さ
れます。(P13 メニュー設定/メイン
カテゴリを紐付ける)

メニューがリストで表⽰されます。
メニューをタップすることで、メ
ニューを編集することができます。
※レジに登録されているメニューが
表⽰されます。

3

検索バー
メニュー名または⾷材名を⼊⼒する
ことで、該当したメニューを検索す
ることができます。

4

店舗アイコン
タップするとサイドバーが表⽰され
ます。

すべてのメニュー

5

品切れタグ
ハンディからこのメニューが注⽂が
できないことを表します。(P22: メ
ニュー情報を⼊⼒する/ メニューの状
態を変更する)

6

公開中と⾮公開タグ
ハンディへの公開状態を表していま
す。(P23: メニュー情報を⼊⼒/ メ
ニューの公開設定をする)

5 6

｜ メニュー6



検索バー横の公開設定ボタンを押すと、
メニューの横に公開ボタンが表⽰されます。

公開 公開
メニューが

公開されている状態
メニューは

⾮公開の状態

公開/⾮公開はボタンをタップして切り替えます。

メニューの公開設定についてはこちら。
( ▶ P.21 : メニュー/ メニューの公開設定をする)

メニューの状態を変更する

検索バー横のアイコンからメニューの状態を変更することができます。

1 32

公開設定1
メニューの公開/⾮公開をタップで切り替えることができます。

品切れ設定2
メニューの品切れ/提供中をタップで切り替えることができます。

並び替え3
メニューの順番をハンドルを上下に移動させて並び替えることができます。

メニューの公開設定を変更する

｜ メニュー7



メニューの品切れ設定を変更する

メニューの状態を変更する

検索バー横の品切れ設定ボタンを押すと、
メニューの横に品切れボタンが表⽰されます。

品切れ/提供中はボタンをタップして切り替えます。

品切れ
メニューは

品切れの状態
メニューは

提供中の状態

品切れ

メニューの品切れ設定についてはこちら。
( ▶ P.20 : メニュー/ メニューの状態を変更する)

｜ メニュー8



メニューの順番を並び替える

メニューの状態を変更する

検索バー横の並び替えボタンを押すと、
メニューの横に (ハンドル)が表⽰されます。

(ハンドル)を上下に移動させて

メニューの順番を並び替えます。

「全て」カテゴリはメニューを並び替えること
ができません。

注意

｜ メニュー9



メニューを登録する

＋ボタンをタップすることでメニュー情報を⼊⼒することができます。

すべてのメニュー

2

メニューの写真

メニュー名

1

4 サブカテゴリ
メインカテゴリとは別でハンディ
やモバイルオーダーに表⽰させた
いカテゴリを選択できます。

メニューの写真を1枚登録すること
ができます。この機能を使⽤する
には、⼀度メニューを登録する必
要があります。

1

2

3

登録したいメニュー名を最⼤20⽂
字以内で⼊⼒してください

メニュー登録

｜ メニュー10

4

3 メインカテゴリ
ハンディや管理システムでのメ
ニュー管理に使⽤するカテゴリを
複数選択できます。カテゴライズ
することで、メニューを管理しや
すくなります。



6

公開設定

メニューオプション5

7

提供タイミング
メニュー提供のタイミングを「⾷
前」「⾷事と⼀緒」「⾷後」から
選択するかどうかを設定します。

そのメニューをハンディに公開す
るかどうかを選択することができ
ます。

6

7

9

「⼤盛り」や「激⾟」などを単品
で注⽂できないようにするための
設定です。メニューオプションに
した場合はハンディから単品で注
⽂できないようになります。

メニュー登録

メニューを登録する

8 8

状態(品切れ / 提供中)

メニューの公開設定をすることが
できます。

5

｜ メニュー11

10

9

カラー設定
ハンディのメニューに⾊を設定す
ることができます。 (P24: メニュー
設定/カラー設定をする)

メニューオプション設定
このメニューをオプションとして
扱うことができます。ハンディに単
品としては表⽰されなくなりま
す。

10



メニュー登録

メニューを登録する

メニューを登録(更新‧削除など)した際は、必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってくださ
い。

コース⽤のメニューを登録する場合は0円で登録してください。

注意

デリバリー
デリバリー⽤のメニューとして
扱う設定をすることができます。

11

｜ メニュー12

軽減税率
軽減税率対象のメニューとして⾦
額計算を⾏うかどうかを設定する
ことができます。

11

12
12

13

価格設定
単価と消費税を設定してください

13



編集した内容を保存するには ボタンを
タップしてください

2. メインカテゴリ選択リストが表⽰されるので、

該当するカテゴリをタップし、選択してくださ
い。

メインカテゴリを紐づける

1. “メニュー情報を⼊⼒”画⾯から【メインカテゴ

リ】をタップしてください。

メニュー登録

メニュー登録

メインカテゴリは１つだけ選択することが可能です

また、再度カテゴリ名をタップすることで選択を外

すことができます

｜ メニュー13



2. カテゴリ選択リストが表⽰されるので、該当す

るカテゴリをタップし、選択してください。

サブカテゴリを紐づける

1. “メニュー情報を⼊⼒”画⾯から【サブカテゴ

リ】をタップしてください。

メニュー登録

メニュー登録

サブカテゴリは複数選択することが可能です

ボタンで選択を外すことができます

編集した内容を保存するには ボタンを
タップしてください

サブカテゴリが登録されていない場合はこちら。
( ▶ P.25 : メニュー設定/ カテゴリ ‒ カテゴリを登録する )

また、再度カテゴリをタップすることで選択を外す
ことができます

｜ メニュー14



2. "オプション"画⾯が表⽰されるので、

【オプションを追加】ボタンをタップしてく
ださい。

オプションを紐づける

1. "メニュー情報を⼊⼒"画⾯から【オプション】

をタップしてください。
メニュー登録

オプション

｜ メニュー15



3. "オプション選択"画⾯が表⽰されるので、オプ

ションを選択してください。

上部の検索バーで、オプションを検索することが可

能です

オプションを紐づける

4. 選択したオプションが⻘くハイライトされて

いることをご確認ください。

再度オプションをタップすることで選択を外すこと
ができます

…  オプションを表⽰する順番を表しています。
タップした順に番号がつきます。

オプションの順番

オプション選択

オプション選択

オプションが登録されていない場合はこちら。
( ▶ P.37 : メニュー設定/ オプション - オプションを登録する )

オプションは複数選択することが可能です

｜ メニュー16



5.  オプションを選択した状態で左下の

ボタンをタップしてください。

オプションを紐づける

6. "オプション確認"画⾯が表⽰されるので、

ご確認ください。

再度タップすることで選択を外すことや、順番を⼊
れ替えることができます

オプション確認

7. 変更があった場合は、【OK】ボタンを、変更

がなければ【キャンセル】ボタンをタップして
"オプション確認"画⾯を閉じてください。

オプション選択

｜ メニュー17



8. オプションを選択した状態で右下の

【選択を確定する】ボタンをタップしてください。

オプションを紐づける

9. 選択したオプションが追加されていることを、

ご確認ください。

オプション

オプション選択

ボタンでそのオプションを削除できます

現時点ではまだデータベースに保存されておりません。
ご注意ください。

注意

オプションの並び替えはこちら。
( ▶ P.18 : メニュー/ オプションを並び替える)

｜ メニュー18



10. "オプション"画⾯にオプションが追加されたこ

とをご確認の上、右上の【完了】ボタンをタッ

プしてください。

オプションを紐づける

9. 選択したオプションが追加されていることを、
ご確認ください。

オプション

オプション

編集した内容を保存するには ボタンを

タップしてください

｜ メニュー19



2. (ハンドル)を⻑押しすることで上下に移動させることができるので、下に移

動させます。

オプションを並び替える

1. 並び替えを有効にするには ボタンをタップしてください。

メニュー情報を⼊⼒

オプション

( ▶ P12 : メニュー/ メニュー情報を⼊⼒する ‒ オプションを紐づける ) の⼿順を9まで進
めたのち、ご参照ください。

注意

オプション

オプション オプション

｜ メニュー20



オプションの並び替え

4. 並び替えが完了したら【完了】ボタンをタップしてください。

3. 順番が⼊れ替わったらハンドルを離し、再度 ボタンをタップして
ください。

オプション オプション

オプション

メニュー登録

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

｜ メニュー21



メニューの状態を変更する

「メニューの状態」とは

ハンディ側で注⽂できるかできないかの状況を確認し、注⽂することできます。
「品切れ」としておくと、メニューには表⽰されますが注⽂が⼊ることはありません。

デフォルトの状態は「提供中」となります。

"メニュー情報を⼊⼒"画⾯からメニューの状態で【品切れ】または【提供中】をタップ
してください。

タップして
切り替えられます

品切れの状態なので
注⽂できません❌

提供が可能なので

注⽂ができます○

提供中の場合..

品切れの場合..

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

設定するとこのように表⽰されます。提供中を選択した場合、タグは表⽰されません。

｜ メニュー22



メニューの公開設定をする

「メニューの公開設定」とは

ハンディアプリにメニューを表⽰するかしないかを設定することができます。
「公開しない」としておくと、メニューが表⽰されないため注⽂が⼊ることはありません。

デフォルトの公開設定は「公開する」となります。

“メニュー編集"画⾯からメニューの公開設定で【公開する】または【公開しない】を

タップしてください。

タップして
切り替えられます

メニューに

表⽰されません❌

メニューに

表⽰されます○

公開するの場合..

公開しないの場合..

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

設定するとこのように表⽰されます。

公開するの場合.. 公開しないの場合..

｜ メニュー23



“メニュー情報を⼊⼒”画⾯からメニューオプション設定で【設定する】または【設定し

ない】をタップしてください。

タップして
切り替えられます

メニューオプション設定をする

「メニューオプション設定」とは

そのメニューをメニューオプションとして扱うかどうかを設定することができます。
「⼤盛り」や「中⾟」などのメニューの場合は「設定する」を選択してください。
「設定しない」とした場合は、メニューの追加オプションとしてのみの提供となります。

デフォルトは「設定しない」となります。

単品メニューとして

注⽂できません❌

設定するの場合..

単品メニューとして

注⽂できます○

設定しないの場合..

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

｜ メニュー24



“メニュー情報を⼊⼒”画⾯からカラー設定で設定した⾊をタップしてください。

タップして
⾊を選択してください

カラー設定をする

「カラー設定」とは

ハンディアプリのメニューに⾊を設定することができます。
⾊を設定することで、ハンディアプリでメニューを選択する際にわかりやすくすることができます。

デフォルトは「なし」が設定されています

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

｜ メニュー25



写真を登録する

メニューの写真を登録する

メニューの写真を１枚登録することができます。
追加した写真は管理システムや店内モバイルオーダーなど、Order Cloudシステム全体で
使⽤されます。

この機能はメニューを1度登録した後に使⽤できるようになります。

2. 写真を選択して、使用する部分をトリミングし

てください。

1. “メニュー編集”画面から、写真登録ボタンを

タップしてください。

メニュー編集

写真トリミング

｜ メニュー26



3. 写真が登録されるので、【更新する】ボタンを

タップして内容を保存してください。

写真を登録する

4. 写真が登録されていることを確認してください。
メニュー⼀覧

メニュー編集

写真上のバツボタンをタップすると写真を削除する
ことができます。
⼀度削除した写真を元に戻すことはできません。

これで写真の登録が完了しました！

｜ メニュー27



3.  メニュー設定

カテゴリ -カテゴリを登録する

「カテゴリ」とは

メニューをカテゴリ(種類)別に管理することができます。
ハンディアプリでカテゴリ毎にメニューを選択できるため、スムーズに注⽂することが可能
です。

1. "メニュー設定"画⾯のカテゴリのタブから、
【カテゴリを登録する】をタップしてください。

メニュー設定/ カテゴリ

「メインカテゴリ」とは

印刷や会計に影響するカテゴリのことです。

｜ メニュー設定28



2. “カテゴリ登録"画⾯が表⽰されるので、

カテゴリ種別から【メイン】または【サブ】を
タップしてください。

カテゴリ-カテゴリを登録する

カテゴリ登録

3. カテゴリ名を⼊⼒してください。
カテゴリ登録

カテゴリ名の⽂字数は最⼤12⽂字までとなります

すでに追加されているカテゴリ名と同じカテゴリ名
は追加できません。

注意

｜ メニュー設定29



カテゴリ-カテゴリを登録する

3. 【登録する】ボタンをタップしてください。
カテゴリ登録

4. カテゴリが追加されていることを、ご確認くだ

さい。
メニュー設定/ カテゴリ

これでカテゴリの追加が完了しました！

カテゴリの並び替えはこちら。
( ▶ P.32 : メニュー設定/ カテゴリ ‒ カテゴリを並び替える )

追加したカテゴリの紐づけ⽅はこちら。
( ▶ P.11 : メニュー/ メインカテゴリを紐づける )
( ▶ P.12 : メニュー/ サブカテゴリを紐づける )

カテゴリを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ メニュー設定30



2. “ カテゴリ編集”画面が表示されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

カテゴリ‒カテゴリを削除する

1. "メニュー設定"画⾯のカテゴリのタブから、削
除したい【カテゴリ】をタップしてください。

カテゴリ編集

メニューでメインカテゴリに設定されているカテゴリは削除することができません。
“メニュー編集”から該当メニューのメインカテゴリを変更してからお試しください。

注意

メニュー設定/ カテゴリ

｜ メニュー設定31



3. "削除の確認"画⾯が表⽰されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

カテゴリ‒カテゴリを削除する

4. カテゴリが削除されていることを、ご確認くだ
さい。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

カテゴリに紐づいたメニューは削除されません

これでカテゴリの削除が完了しました！

カテゴリを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ メニュー設定32



2. "カテゴリ情報を⼊⼒する"画⾯が表⽰されるの
で、新たにカテゴリ名を⼊⼒してください。

カテゴリ‒カテゴリを編集する

1. "メニュー設定"画⾯のカテゴリのタブから、編

集したい【カテゴリ】をタップしてください。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

｜ メニュー設定33



3. カテゴリ名を⼊⼒したら、【更新する】ボタン

をタップしてください。

カテゴリ‒カテゴリを編集する

4. カテゴリ名が更新されていることを、ご確認く

ださい。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

これでカテゴリの編集が完了しました！

カテゴリを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ メニュー設定34



カテゴリ‒カテゴリを並び替える

1. 並び替えを有効にするには ボタンをタップしてください。

2. (ハンドル)を⻑押しすることで上下に移動させることができるので、上に移

動させます。

メニュー設定/ カテゴリ メニュー設定/ カテゴリ

メニュー設定/ カテゴリ メニュー設定/ カテゴリ

｜ メニュー設定35



カテゴリ‒カテゴリを並び替える

3. 順番が⼊れ替わったらハンドルを離し、再度 ボタンをタップして

ください。

メニュー設定/ カテゴリ メニュー設定/ カテゴリ

編集した内容はすでに保存されています。

これでカテゴリの並び替えが完了しました！

カテゴリを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ メニュー設定36



カテゴリ‒モバイルオーダーでの表⽰‧⾮表⽰を切り替える

1. カテゴリ登録‧編集画⾯へアクセスしてくだ
さい

｜ メニュー設定37

2. 「表⽰する」、「表⽰しない」いずれかを

タップして更新をしてください

「表⽰しない」を選択した場合
カテゴリが設定されているメニューすべてがモバイル
オーダー上に表⽰されなくなります。

注意



カテゴリ‒カテゴリに⾊を設定する

｜ メニュー設定38

2.  カラー設定から⾊をタップして更新をしてください

1. カテゴリ登録または編集画⾯へアクセスし
カラー設定を⾏ってください

「カラー設定」とは

カラー設定を⾏うことで、ハンディアプリとモバイ
ルオーダーアプリで設定した⾊が反映されます。



カテゴリ‒カテゴリに⾊を設定する

｜ メニュー設定39

3.  登録‧更新完了後は設定したカラーがカテ

ゴリ⼀覧に反映されていることを、ご確認く
ださい。

右の画像のようになっていることを確認できれば
完了です！

ハンディアプリとモバイルオーダーアプリで設定

したカラーを反映したのがこちらです

ハンディアプリ モバイルオーダーアプリ



オプション‒オプションを登録する

「オプション」とは

ハンディでの注⽂時に、メニューを選択するとオプションを選択する画⾯が表⽰されます。
メニューに対して、オプション（トッピングやサイズなど）を設定することができます。

1. "メニュー設定"画⾯のオプションタブから、

【オプションを登録する】ボタンをタップして
ください。

メニュー設定/ オプション

設定イメージ例： ハンバーグステーキセットのオプションとして、サラダのドレッシングと
ライスの量を選択させたい

ドレッシング

オプション

ハンバーグステーキ
セット

和⾵ or  ごま

ライスの量

少なめ or  普通 or  ⼤盛り

メニュー

｜ メニュー設定40



2. “オプション登録"画⾯が表⽰されるで、

新たに登録したいオプション名を⼊⼒してくだ
さい。

オプション -オプションを登録する

オプション登録

3. 次にどのように選択させるかを設定するため、

オプションの【選択⽅法】をタップしてくださ
い。

すでに追加されているオプション名と同じオプショ
ン名は追加できません。

注意

「選択⽅法」とは

オプションをどのように選択するかを設定できま
す。
チェックボックスまたはラジオボタンから選択する
ことができます。

オプション登録

｜ メニュー設定41



4. 選択⽅法リストが表⽰されるので、該当するオ

プションの選択⽅法を選択してください。

オプション -オプションを登録する

オプション登録

5. 最後に選択する項⽬を設定するため、【メニュー

オプション】ボタンをタップしてください。

「メニューオプション」とは

オプションに紐づくひとつひとつの選択項⽬です。

オプション登録

…  複数選択不可で、いずれか１つを選択する
必須の項⽬です。

選択⽅法の種類

ラジオボタン

…  複数選択可能で、必須または任意の項⽬
か選択できます。

チェックボックス

オプション

ライスの量

普通

⼤盛り

メニューオプション

メニューオプションはメニューとして登録
する必要があります。

｜ メニュー設定42



6. “メニューオプション"画⾯が表⽰されるので、

【追加する】ボタンをタップして
ください。

オプション -オプションを登録する

メニューオプション

7. “メニューオプション選択”画⾯が表⽰される

ので、該当する【メニューオプション】をタッ
プし、選択してください。

メニューオプション選択

上部の検索バーで、メニューオプションを検索する

ことが可能です

メニューオプションは複数選択することが可能です

あらかじめメニューオプションをメニューとして登
録する必要があります。
通常のメニューと混同して表⽰される場合がありま
す。

注意

｜ メニュー設定43



8.  メニューオプションを選択した状態で左下の

ボタンをタップしてください。

オプション‒オプションを登録する

9. “メニューオプション確認"画⾯が表⽰されるの

で、ご確認ください。

再度タップすることで選択を外すことや、順番を⼊

れ替えることができます

メニューオプション確認

メニューオプション選択

10. 変更があった場合は【OK】ボタンを、変更が
なければ【キャンセル】ボタンをタップして

ʻʻメニューオプション確認画⾯’’を閉じてくださ
い。

｜ メニュー設定44



11. メニューオプションを選択した状態で右下の

【完了する】ボタンをタップしてください。

オプション‒オプションを登録する

12. 選択したメニューオプションが追加されている

ことを、ご確認ください。

メニューオプション

メニューオプション選択

ボタンでそのメニューオプションを削除できます

現時点ではまだデータベースに保存されておりません。
ご注意ください。

注意

メニューオプションの並び替えはこちら。

( ▶ P.45 : メニュー設定/ オプション ‒ メニューオプションを

並び替える)

｜ メニュー設定45



13.  "オプション"画⾯にメニューオプションが追加

されたことをご確認の上、右上の【完了】ボタ
ンをタップしてください。

オプション‒オプションを登録する

14. 選択したメニューオプションが追加されている

ことを、ご確認ください。

オプション登録

メニューオプション

15. 全てを⼊⼒したら【登録する】ボタンをタップ

してください。

｜ メニュー設定46



16. オプションが登録されていることを、ご確認く

ださい。

オプション‒オプションを登録する

メニュー設定/ オプション

メニューオプションの並び替えはこちら。

( ▶ P.42 : メニュー設定/ オプション ‒ メニューオプション

を並び替える )

これでオプションの登録が完了しました！

メニューと作成したオプションを紐づける⽅法
はこちら。
( ▶ P.12 : メニュー/ オプションを紐づける)

｜ メニュー設定47



オプション‒メニューオプションを並び替える

1. 並び替えを有効にするには ボタンをタップしてください。

2. (ハンドル)を⻑押しすることで上下に移動させることができるので、上に移

動させます。

メニューオプション メニューオプション

メニューオプションメニューオプション

｜ メニュー設定48



オプション‒メニューオプションを並び替える

4. 並び替えが完了したら【完了】ボタンをタップしてください。

3. 順番が⼊れ替わったらハンドルを離し、再度 ボタンをタップしてく
ださい。

メニューオプション メニューオプション

メニューオプション
オプション編集

編集した内容を保存するには ボタンをタップしてください

｜ メニュー設定49



2. “オプション編集"画⾯が表⽰されるので、
【削除する】ボタンをタップしてください。

オプション‒オプションを削除する

1. "メニュー設定"画⾯のオプションタブから、削
除したい【オプション】をタップしてくださ
い。

削除したオプションは元に戻すことはできないため、ご注意ください。

注意

メニュー設定/ オプション

オプション編集

｜ メニュー設定50



3. "削除の確認"画⾯が表⽰されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

オプション‒オプションを削除する

4. オプションが削除されていることを、ご確認く

ださい。

メニュー設定/ オプション

オプション編集

これでオプションの削除が完了しました！

｜ メニュー設定51



2. “オプション編集"画⾯が表⽰されるので、新た
に編集したい箇所を⼊⼒してください。

オプション‒オプションを編集する

1. "メニュー設定"画⾯のオプションタブから、編

集したい【オプション】をタップしてくださ
い。

メニュー設定/ オプション

オプション編集

｜ メニュー設定52



3. オプション情報を⼊⼒したら、【更新する】ボ

タンをタップしてください。

オプション‒オプションを編集する

4. オプションが更新されていることを、ご確認く

ださい。

メニュー設定/ オプション

オプション編集

これでオプションの編集が完了しました！

｜ メニュー設定53



2. “オプション編集”画⾯が表⽰されるので、【オ
プションの⼀括設定】をタップしてください。

オプション‒オプションをメニューに⼀括設定する

1. “メニュー設定”画⾯のオプションタブから、メ

ニューに⼀括設定したい【オプション】をタッ
プしてください。

メニュー設定/ オプション

オプション編集

｜ メニュー設定54



3. “オプション⼀括設定”画⾯が表⽰されるので、

設定したいメニューをタップして選択してくだ
さい。

オプション‒オプションをメニューに⼀括設定する

4. メニューを選択した状態で右上の

【完了】ボタンをタップしてください。

オプション⼀括設定

オプション⼀括設定

｜ メニュー設定55



オプション編集
5. 選択したメニューが追加されていることを、ご

確認ください。

オプション‒オプションをメニューに⼀括設定する

6.  【更新する】ボタンをタップしてください。

これでオプションの⼀括設定が完了しました！

｜ メニュー設定56



4.  コース

コースを登録する

「コース」とは

⾷べ放題や飲み放題、コース料理などを登録しておくことで、
注⽂時に⼀括で複数のメニューを注⽂することができます。

｜ コース57

1. "メニュー設定"画⾯のカテゴリのタブから、
【カテゴリを登録する】をタップしてください。

メニュー設定/ カテゴリ



2. “カテゴリ登録"画⾯が表⽰されるので、

カテゴリ種別から【メイン】をタップしてくださ
い。

コースを登録する

カテゴリ登録

3. 【コースとして扱う】を【扱う】に設定して、
コース設定の情報を⼊⼒してください。

【カテゴリの⼀括設定】から、コースに登録す
るメニューを⼀括設定することができます。

カテゴリ登録

｜ コース58

コース⽤のメニューを0円で別途登録してください。
メニューによって追加料⾦がかかる場合はその追加分の
⾦額のメニューを登録してください。

注意



コースを登録する

｜ コース59

4. 【登録する】ボタンをタップしてください。
カテゴリ登録

5. コースが追加されていることを、

ご確認ください。

メニュー設定/ カテゴリ

これでコースの追加が完了しました！



2. “ カテゴリ編集”画面が表示されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

コースを削除する

1. “メニュー設定”画⾯のカテゴリのタブから、削
除したい【コース】をタップしてください。

カテゴリ編集

メニューでメインカテゴリに設定されているコースは削除することができません。
“メニュー編集”から該当メニューのメインカテゴリを変更してからお試しください。

注意

メニュー設定/ カテゴリ

｜ コース60



3. "削除の確認"画⾯が表⽰されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

コースを削除する

4. コースが削除されていることを、ご確認くださ
い。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

コースに紐づいたメニューは削除されません

これでコースの削除が完了しました！

コースを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ コース61



2. “カテゴリ編集”画⾯が表⽰されるので、

新しく設定するコース名を⼊⼒してください。

コースを編集する

1. “メニュー設定”画⾯のカテゴリのタブから、編

集したい【コース】をタップしてください。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

｜ コース62



3. コース設定を⼊⼒したら、【更新する】ボタン

をタップしてください。

コースを編集する

4. コースが更新されていることを、

ご確認ください。

メニュー設定/ カテゴリ

カテゴリ編集

これでコースの編集が完了しました！

コースを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ コース63



5.  テーブル設定

テーブルを登録する

「テーブル」とは

店舗の卓番号に名前をつけて管理することができます。
テーブル名は注⽂やお会計の際に、レジやハンディに表⽰される名前になります。

1. “テーブル設定"画⾯から、
【テーブルを登録する】をタップしてください。

テーブル設定

｜ テーブル設定64



2. “テーブル登録"画⾯が表⽰されるので、

新たに登録したいテーブル名を⼊⼒してください。

テーブルを登録する

テーブル登録

3. 【登録】ボタンをタップしてください。
テーブル登録

テーブル名の⽂字数は最⼤12⽂字までとなります

すでに登録されているテーブル名と同じテーブル名
は登録できません。

注意

｜ テーブル設定65



4. テーブルが登録されていることを、ご確認くだ

さい。

テーブルを登録する

テーブル設定

テーブルの並び替えはこちら。
( ▶ P.68: テーブル設定/ テーブルを並び替える )

これでテーブルの登録が完了しました！

テーブルを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ テーブル設定66



2. “テーブル編集”画⾯が表⽰されるので、
【削除する】ボタンをタップしてください。

テーブルを削除する

1. “テーブル設定”画⾯から、削除したい【テーブル】
のボタンをタップして、【編集する】を選択して
ください。

テーブル編集

未会計の伝票が紐づいているテーブルは削除することができません。
レジから該当の伝票を処理してから、テーブルを削除してください。

注意

テーブル設定

編集する

QR印刷

PINコード発行

｜ テーブル設定67



3. "削除の確認"画⾯が表⽰されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

テーブルを削除する

4. テーブルが削除されていることを、ご確認くだ

さい。

テーブル設定

これでテーブルの削除が完了しました！

テーブル編集

未会計の伝票がある場合はテーブルを削除できません。
注意

テーブルを削除するに
は、レジで該当する伝票
を処理してから再度テー
ブルの削除を⾏ってくだ
さい。

テーブルを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ テーブル設定68



編集する

QR印刷

PINコード発行

2. “テーブル編集"画⾯が表⽰されるので、

新しいテーブル名を⼊⼒してください。

テーブルを編集する

テーブル編集

｜ テーブル設定69

1. “テーブル設定”画⾯から、編集したい【テーブル】

のボタンをタップして、【編集する】を選択して
ください。

テーブル設定



3. テーブル名を⼊⼒したら、【更新する】ボタン

をタップしてください。

テーブルを編集する

4. テーブル名が更新されていることを、ご確認く

ださい。

テーブル設定

テーブル編集

これでテーブルの編集が完了しました！

テーブルを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ テーブル設定70



テーブルを並び替える

1. 並び替えを有効にするには ボタンをタップしてください。

2. (ハンドル)を⻑押しすることで上下に移動させることができるので、上に移

動させます。
テーブル設定 テーブル設定

テーブル設定 テーブル設定

｜ テーブル設定71



テーブルを並び替える

3. 順番が⼊れ替わったらハンドルを離し、再度 ボタンをタップして

ください。

テーブル設定 テーブル設定

編集した内容はすでに保存されています。

これでテーブルの並び替えが完了しました！

テーブルを登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ テーブル設定72



2. 「印刷を開始しました」というメッセージが表

示されます。

すべてのQRコードを印刷する

1. “テーブル設定”画⾯から、【QR印刷】ボタンをタッ

プしてください。

テーブル設定

テーブル設定

これですべてのQRコードの印刷が完了しました！

｜ テーブル設定73



2. 「印刷を開始しました」というメッセージが表

示されます。

各テーブルのQRコードを印刷する

テーブル設定

これでテーブルのQRコードの印刷が完了しました！

1. “テーブル設定”画⾯から、印刷したい【テーブル】

のボタンをタップして、【QR印刷】を選択して
ください。

｜ テーブル設定74

編集する

QR印刷

PINコード発行

テーブル設定



2. 「 PINコードを発行します」というメッセージ

が表示されるので、【発行する】ボタンをタッ

プしてください。

すべてのPINコードを発⾏する

テーブル設定

｜ テーブル設定75

1. “テーブル設定”画⾯から、【PIN発⾏】ボタンを

タップしてください。

テーブル設定

既に発⾏されている PINコードは最新のものに
上書きされます。

注意

PINコード認証設定はこちら。
( ▶ P.86 : 設定/PINコード認証設定)

PINコードを発⾏する場合は、PINコード認証設定を
有効にしてください。

注意



3. 「印刷を開始しました」というメッセージが表

示されます。

テーブル設定

これでテーブルのPINコードの発⾏が完了しました！

｜ テーブル設定76

各テーブルのPINコードを発⾏する



2. 「 PINコードを発行します」というメッセージ

が表示されるので、【発行する】ボタンをタッ

プしてください。

各テーブルのPINコードを発⾏する

テーブル設定

1. “テーブル設定”画⾯から、発⾏したい【テーブル】

のボタンをタップして、【PINコード発⾏】を選択
してください。

｜ テーブル設定77

編集する

QR印刷

PINコード発行

テーブル設定



3. 「印刷を開始しました」というメッセージが表

示されます。

テーブル設定

これでテーブルのPINコードの発⾏が完了しました！

｜ テーブル設定78

各テーブルのPINコードを発⾏する



6. 従業員設定

従業員を登録する

「従業員」とは

従業員を登録して管理することができます。
従業員名は注⽂やお会計の際に、レジやハンディに表⽰される名前になります。

1. “従業員設定"画⾯から、
【従業員を登録する】をタップしてください。

従業員設定

｜ 従業員設定79



2. “従業員登録"画⾯が表⽰されるので、

新たに登録したい従業員名を⼊⼒してくださ
い。

従業員を登録する

従業員登録

3. 【登録する】ボタンをタップしてください。
従業員登録

従業員名の⽂字数は最⼤12⽂字までとなります

すでに登録されている従業員名と同じ従業員名は
登録できません。

注意

｜ 従業員設定80



4. 従業員が登録されていることを、ご確認くださ

い。

従業員を登録する

従業員設定

これで従業員の登録が完了しました！

従業員を登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ 従業員設定81



2. “従業員編集”画⾯が表⽰されるの
【削除する】ボタンをタップしてください。

従業員を削除する

1. “従業員設定”画⾯から、削除したい【従業員】を

タップしてください。

従業員編集

従業員設定

｜ 従業員設定82



3. "削除の確認"画⾯が表⽰されるので、

【削除する】ボタンをタップしてください。

従業員を削除する

4. 従業員が削除されていることを、ご確認くださ

い。

従業員設定

従業員情報を⼊⼒

これで従業員の削除が完了しました！

従業員を登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ 従業員設定83



2. “従業員編集"画⾯が表⽰されるので、

新たに従業員名を⼊⼒してください。

従業員を編集する

1. “従業員設定”画⾯から、編集したい

【従業員】をタップしてください。

従業員設定

従業員編集

｜ 従業員設定84



3. 従業員名を⼊⼒したら、【更新する】ボタンを

タップしてください。

従業員を編集する

4. 従業員名が更新されていることを、ご確認くだ
さい。

従業員設定

従業員編集

これで従業員の編集が完了しました！

従業員を登録(更新‧削除など)した際は、
必ずレジアプリ側でメニューの同期を⾏ってください。

注意

｜ 従業員設定85



7.  設定

メールアドレスを変更する

管理画⾯では、メールアドレスの変更をすることができません。

メールアドレスを変更したい場合は、
cs-support@gstaff.co.jpに変更前のメールアドレスと、

変更後のメールアドレスをお送りください。

｜ 設定86



パスワードを変更する

パスワード設定ではパスワードを変更することができます。

1. "設定"画⾯から、【パスワード設定】をタップ
してください。

設定

2. "パスワード設定"画⾯が表⽰されるので、まず

認証情報を⼊⼒してください。

パスワード設定

「認証情報」とは

ご本⼈かどうかを確認するために認証情報を⼊⼒し
ます。
現在登録されているパスワードをご使⽤ください。

｜ 設定87



3. 次に新しいパスワードを⼊⼒してください。

パスワードを変更する

パスワード設定

編集した内容を保存するには ボタンを
タップしてください

認証情報が間違っていた場合、保存されませんので
ご注意ください。

注意

｜ 設定88



2. “ PINコード認証”画⾯が表⽰されるので、【設
定する】ボタンをタップしてください。

PINコード認証設定

PINコード認証を設定すると、店内モバイルオーダー使⽤時にPINコードの⼊⼒

を要求するようになります。
※Order Cloudシステムでは、セキュリティ強化のためPINコードの設定を推奨

しています。

1. “設定”画⾯から、【PINコード認証設定】を

タップしてください。

設定

PINコード認証設定

｜ 設定89



3. 【更新する】ボタンをタップしてください。

PINコード認証設定

PINコード認証設定

｜ 設定90

これでPINコード認証設定が完了しました！



2. “ コース‧⼿⼊⼒表⽰設定”画⾯が表⽰されるの
で、表⽰したい位置のボタンをタップしてくだ
さい。

コース‧⼿⼊⼒表⽰設定

コース‧⼿⼊⼒の表⽰設定を変更することで、ハンディに表⽰される「コース‧

⼿⼊⼒」の表⽰位置を変更することがてきます。

1. “設定”画⾯から、【コース‧⼿⼊⼒表⽰設定】

をタップしてください。

設定

コース‧⼿⼊⼒表⽰設定

｜ 設定91



3. 【更新する】ボタンをタップしてください。

コース‧⼿⼊⼒表⽰設定

コース‧⼿⼊⼒表⽰設定

｜ 設定92

これでコース‧⼿⼊⼒の表⽰設定が完了しまし
た！


