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●初期設定 手順 

１） データのクリア（※データクリアマニュアル参照） 

 

２） Chatｔer 内の不要な情報、店舗情報クリア 

【Chatter】 

・ Chatter の不要なコメントを一つずつ削除する。 

・ Chatter⇒人⇒すべての人⇒人を選んで写真を削除。 

・ Chatter⇒グループ⇒アーカイブ済みの私のグループ⇒グループを選んでグル

ープ設定⇒削除 

・ Chatter⇒ファイル⇒すべてのファイル⇒ファイルを選んで削除 

・ Chatter⇒お気に入り #アンケート、#マニュアル、#JINYA-CONNECT 横の×か

ら削除 

 

【店舗情報】 

メニュー⇒店舗情報⇒登録されている三つをクリア(複数店舗時はこちらを変更) 

 

【ユーザ有効管理】 

・ 設定⇒ユーザの管理⇒ユーザ⇒陣屋のユーザを編集⇒有効のチェックを外し  

て保存。 
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３） ユーザ登録 

・ 設定⇒ユーザの管理⇒ユーザ⇒新規ユーザ⇒保存。 

 

 

 

店舗コード・・・複数店舗時に、ユーザごとに指定が可能です。 

Is CallInformation Enabled・・・CTI 連携時にチェック必要。 
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４） ライセンスの割り当て 

設定⇒ユーザの管理⇒ユーザ⇒ユーザ選択⇒管理パッケージ内、ライセンス

の割り当て⇒□jinyaconnect にチェック⇒追加 

 

 

５） ロゴの設定（２カ所） 

・ロゴを新規で登録する。 

メニュー⇒ドキュメント⇒Jinyaholdings GO⇒新規ドキュメント⇒画像ファイルを選

択し、外部参照可にチェック⇒ファイル選択⇒保存。 

 

① 見積書・請求書・会計書へ反映 

 メニュー⇒レポートロゴ⇒(LOGO_00_SYSDEF)編集⇒ ⇒ファイルを選択⇒挿入 

 LOGO 01SYSDEF、LOGO 02SYSDEF は複数店舗時はこちらへ登録、 

 店舗が一つの場合、残りは削除。複数時には店舗情報を紐付ける。 

  ※画像サイズ 横幅を 250px×縦幅 70px 

② 陣屋コネクト左上部ロゴ 

  設定⇒作成⇒アプリケーション⇒Jinyaconnect(編集)⇒画像の挿入⇒ファイ

ル保存場所(Jinyaholdings)該当ロゴを挿入し保存。※画像サイズは 20KB 迄 
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６） 組織プロファイルの変更（組織情報を記述） 

設定⇒組織プロファイル⇒組織情報(住所、電話など) 

 

７） パスワードポリシーの変更（パスワードの有効期限を変更する） 

設定⇒セキュリティーのコントロール⇒パスワードポリシー⇒パスワードの有効期

間を無制限にする。 

 

８） ログインアクセスの許可（施設に代理ログイン出来るように） 

ユーザ名⇒私の設定⇒個人情報⇒アカウントログインアクセスの許可⇒陣屋コネ

クトサポートを 30 日にする。 

 

９） プロファイル設定（管理者、一般ユーザがどこまで編集出来るか設定） 

【管理者ユーザ設定】 

設定⇒ユーザ管理⇒プロファイル⇒test(コピー) 

⇒プロファイル名『管理者』⇒保存⇒編集 

⇒カスタムアプリケーション設定、Jinyaconnect ○デフォルトにチェックを入れる。 

⇒タブの設定の『タブを隠す』になっている所を全て『デフォルトで表示』にする。 

⇒システム管理者権限、一般ユーザ権限の全ての□にチェックをする。 

⇒「標準オブジェクト権限」と「カスタムオブジェクト権限」のほぼ全ての□にチェッ  

クをする。（※お部屋、部屋タイプ、部屋とタイプは参照と全て表示のみチェック） 

⇒保存⇒有効な Apex クラス⇒編集 

⇒左枠、利用可能な Apex クラスの内容を全て右枠、有効化された Apex クラスに

追加する。 

⇒有効な Visualforce ページ⇒編集 

⇒左枠、利用可能な Visualforce ページの内容を全て右枠、有効化された

Visualforce ページに追加する。（※ここまでで管理者が終了） 

【一般ユーザ設定】 

⇒コピー⇒プロファイル名『一般ユーザ』で保存⇒編集 

⇒一般ユーザが編集してはいけないタブを隠す。 

（メニュー、DP、GP、OP、部屋タイプ、部屋とタイプのタブを隠すに設定）⇒保存 
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１０） タブの設定 

設定⇒作成⇒アプリケーション⇒Jinyaconnect(編集) 

「タブの選択」にて 

ホーム、Chatter、予約ポップ、一括予約、ご予約、ルームインジケータ、タイムテ

ーブル、予定表、レポート、取引先責任者、取引先、会計商品、プランの順にす

る。 

   ⇒各ユーザのカスタムアプリケーションのカスタマイズを上書きする□にチェック 

   ⇒保存  ※確認時、取引先責任者はお客様で表示される。 

※ システム管理者のみ 後にメニューを追加する。 

タブ横の ＋⇒タブのカスタマイズ⇒選択可能なタブより追加を行う。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿↑ここまでは事前に行うことが出来る。 

                           ↓ここからはヒヤリングシートを元に行う。 

１１）各カスタムオブジェクトの登録 

   ※タブ or メニューから新規で作成。また、保存&新規よりも保存⇒コピーが便利。 

 

・ 部屋タイプ：予約ポップ上に残室数表示 

メニュー⇒部屋タイプ⇒新規部屋タイプ 

※ #seqは10,20,30…、名に部屋タイプ名、数にそのタイプの総数、部屋タイプ

種別は通常、 大人数も記述 

※ 部屋タイプコード・・・サイトコントローラーとの連動時に必要。 
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・ お部屋：ルームインジケータに表示(部屋タイプと紐付け) 

メニュー⇒お部屋⇒新規お部屋 

※ #seq は 1000,1010,…、お部屋に部屋名、場所は本館、別館など。 

フロアに１F、2F…。Use of Room に客室を設定。店舗情報(複数店舗時) 

【場所の編集・追加方法】 

設定＞作成＞オブジェクト＞場所＞選択リスト値で編集または、新規 

 

 

 

・ 予約ポップ：残室カレンダー 
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・ 会計 GP（部門）：複数店舗がある場合ここに設定。一店舗でも宿泊、日帰りなど

売上区分を分けたい時に設定する。基本、一店舗の場合は施設名を設定す

る。リンク GP コードは 0010,0020,0030… 

メニュー⇒会計 GP⇒新規会計 GP 

 

 

・会計 DP（カテゴリ）：室料、料理、飲料、冷蔵庫、土産、プラン、前受金など。 

※ プランは必須で 後につくる。リンク DP コードは４桁（0010,0020…） 

メニュー⇒会計 DP⇒新規会計 DP 

 
 

・ 会計 OP（料理分類）： 朝食、昼食、夕食、会席、別注等(料理のみでも可) 

リンク OP コードは 10,20,30… 

メニュー⇒会計 OP⇒新規会計 OP 
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・ 会計商品：会計 GP, 会計 DP, 会計 OP 設定後に商品登録を行う。 

 

メニュー⇒会計商品⇒新規会計商品 

※ 商品コード：1000,1010…カテゴリごとに 2000,3000…と区別をする。 

※ 商品名：会計商品となる名称を入力。 

※ 単価：税別・税込にて入力。 

※ 原価：対象商品の原価を入力。 

※ 原価目標値：原価が変動する場合に％で入力。 

※ 商品名称(英)：会計商品の英語表記。 

※ 税ステータス：消費税マスタに準じる。 

消費税マスタ：T-0000 は 8%。税ステータスは自動で 0。 

入湯税等、非課税商品の消費税マスタ T-0001 は 0%、税ステータス 99。 

※ サービス料：サービス料の％を入力。 

※ 商品処理種別： 

通常：通常はこちらを使用。 

前受付金：「前受金」の商品時に使用。 

プラン：プランタブより作成時に商品として作成され自動で割当られる。 

非表示：使用しない商品を非表示にする。 

室料：ラックレート登録時に使用。 

※ #DP,リンク DP コード：会計 DP を紐付。 

※ #GP:会計 GP を紐付 

※ 会計 OP:会計 OP を紐付 
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・ ルームインジケータ：当日の部屋割状況、部屋の割当てを行う。 

 

 

・ プラン：宿泊プラン、宴会プラン等の設定。 

メニュー⇒プラン⇒新規 

 

※ Seq#、Plan No：同じ番号を入力。 

※ Plan：プラン名。 

※ サービス料：サービス料の％を入力。 

※ プラン金額：明細設定情報の入力商品合計。 

※ 消費税：T-0000(8%) 

※ カテゴリ：会計 DP（プラン） 

※ AGT、パッケージコード：サイトコントローラー連動時に使用 

※ ベースプラン：ラックレート登録時に使用。 

※ 非公開：プランが使用されなくなった際に使用。 

※ コメント：該当のプラン内容を入力。 

※ 明細設定情報：該当プランの明細ブレイクダウンを入力する。 
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   ・取引先：会社登録。 

   ・お客様（取引先責任者）：顧客登録。 

  ※salesforce 内ではお客様を取引先責任者と表記する。 

 

１２）ご予約：ご予約に関係する項目の設定 

        必要項目(施設に合わせ)は新規作成し、レイアウト編集を行う。 

      【新規項目作成】 設定⇒作成⇒オブジェクト⇒ご予約⇒新規 

※ 予約チャネル等の項目で、足りないものを追加後に配列を変更する場合は、

設定⇒作成⇒オブジェクト⇒ご予約⇒「下部のレコードタイプ内」、宿泊⇒

予約チャネル⇒編集で行う。 

レコードタイプ内、宴会も「旧タイムテーブル」を使用時には行う。 

 

   【レイアウト編集】 ①メニュー⇒ご予約⇒新規⇒宿泊を選んで次へ 

              ⇒右上の force.com クイックアクセスメニューを展開 

              ⇒レイアウトの編集⇒ドラックでレイアウトを編集して保存 

              ②メニュー⇒ご予約⇒新規⇒宴会を選んで次へ 

              ⇒右上の force.com クイックアクセスメニューを展開 

              ⇒レイアウトの編集⇒ドラックでレイアウトを編集して保存 
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１３）レポートの作成 

   ①新規フォルダの作成 

     レポート⇒左バー内に新規レポートフォルダを作成。 

      

       レポートフォルダの表示ラベル→施設の正式名称。例、「元湯 陣屋」 

       フォルダの一意の名前→自動で入力される（＋日付 20140509 など） 

   ②レポートタイプ作成方法（日別予定表と週間予定表、２タイプ作成） 

     設定⇒作成⇒レポートタイプ⇒次へ⇒新規カスタムレポートタイプ 

      主オブジェクト→該当するオブジェクトを選択 

      レポートタイプの表示ラベル→レポートのタイトル。例「陣屋日別予定表」 

      レポートタイプ名→Report○○○○（D_week.D_day など）、任意でつける。 

      説明→オブジェクトを書いておく。 

      カテゴリに格納→その他のレポート 

      リリース状況→リリース済みにチェック⇒次へ 

      ⇒「ステップ 2」子オブジェクトを選択する 
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・ 日別予定表：レポートタイプ⇒お部屋＋ご予約 

（AtoB リレーションは「A」レコードには関連する「B」レコードの有無は問いませ

んにチェック）

 

・ 週間予定表：レポートタイプ⇒お部屋+ご予約 
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③ 新規レポートの作成 

レポートタブ⇒新規レポート⇒クイック検索に「レポートタイプ名」を入れて 

選択⇒作成 

【日別予定表作成】 

表示→すべてのお部屋、日付項目→到着日、範囲→今日、条件→（追加する）

予約ステータス、次の文字列と一致しない、NO SHOW、キャンセル、 削除 

その後、レポートの作成を行う。（ヒアリングシートを元に） 

 

 

【週間予定表作成】 

表示→すべてのお部屋、日付項目→到着日、範囲→翌７日、条件→(追加す

る)予約ステータス、次の文字列と一致しない、NO SHOW、キャンセル、 削除 

表形式 形式→サマリー⇒『グルーピングを作成するには、ここに項目をドロッ

プします』に到着日をドロップ。 
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・作成済レポートタイプのレイアウト編集 

メニュー⇒設定⇒レポートタイプ⇒次へ⇒該当の表示ラベルをクリック。 

⇒『レイアウトを編集する』⇒右欄、『参照⇒[ご予約項目]』に変更し左に足りな

い項目をドラックで追加する。 

 

 

④ ここまではレポートタイプから新規で作成。既存必要レポートは陣屋コネクト標

準レポート内にあります。該当レポートをドラック&ドロップで作成したフォルダへ

入れる。 

   ・$1002 部屋割当表 

   ・$1009 予約人数集計 

   ・$2000 売上予測 

   ・$2005 売上予測［予約チャネル別］ 

   ・$2010 売上実績［チャンネル別］ 

   ・$2011 売上実績［セグメント別］ 

   ・$2012 売上実績［都道府県別］ 

   ・$2013 売上実績［プラン別］ 

   ・$2019 売上実績［商品別］ 

   ・$3500 売上実績［支払いメディア別］ 

   ・$2020 売上実績［入湯税別］(入湯税商品がある場合) 
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・ $4003 売上実績［クレジットカード種別］ 

・ $4004 売上実績［金券種別］ 

・ $4005 売上実績［カテゴリ別］▶会計 DP 別売上 

※ VOID 分の集計を外すには検索条件に設定が必要です。 

 

・ $4007 売上実績［店舗別・(部門)］▶会計 GP 別売上 

・ $3011 男女別集計レポート 

・ $1006 予約キャンセル一覧表 

・ $1007 月間客室販売数 

・ $1005 仮予約レポート一覧表 

・ $1003 ネットからの予約一覧 

※ネットからの予約を TL-リンカーン、手間いらず.NET で行う施設の場合、検索 

  条件に予約インデックス→発生源、次の文字列と一致する、 

  From TravelAgency 

    ※ネットからの予約をねっぱん！で行う施設の場合、検索条件に 

予約インデックス→発生源、次の文字列と一致する、Neppan 
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・ $3005 日別稼働率(旅館陣屋)⇒(レポート名は変更して下さい。) 

    上記レポートは「カスタマイズ」が必要です。 

    ※条件の店舗情報：店舗名を変更して下さい(店舗がない場合には削除) 

    ※稼働率⇒数式を編集  赤丸内の部屋数を変更 

    ※月稼働率⇒数式を編集 

     赤丸内の部屋数を変更 

 

１４）カスタムリンクの設定 

   設定⇒カスタマイズ⇒ホーム⇒ホームページのコンポーネント⇒カスタムリンク 

   を編集⇒施設フォルダ内のブックマークにレポート名、URL にリンク先。 

    
 

１５）共通定義の変更 

   組織の共通定義を使用して、デフォルト値を設定します(別紙参照) 

   設定⇒開発⇒カスタム設定⇒共通定義の Manege⇒編集 

・ 予約ポップ部屋項目表示、非表示フラグにチェック（お部屋と部屋タイプが１：１

の時、まはた施設からの要望の場合） 

・ 施設振込先１、２の陣屋の情報を消す 

・ 施設 URL、Email の陣屋の情報を消す 

・ レポート_予定表抽出条件１を OP と同じにして、カンマで区切る。 

例→朝食,昼食,夕食,料理 

 

１６）予定表カスタマイズ(別紙詳細マニュアル有) 

    項目をレポートで作った「日別予定表」と同じにする。 

    メニュー⇒ドキュメント⇒Jinyaholdings GO⇒予定表カスタマイズ 
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⇒ファイルを表示を右クリックで名前を付けてリンク先を保存⇒保存したファイ

ルをメモ帳(mi)で開く⇒ 

※ ここからは XML 言語を使った作業になる。 

・29 行目<FIELD SHOWFOOD=”true”>から 57 行目</FIELD>内で場所を入れ 

替えを行う。 

・不要な項目は <!--○○○○○○○○○○-->で囲めば消える。 

 ・新規作成した項目は、設定⇒作成⇒オブジェクト⇒ご予約 

で API 参照名をコピー し、 例 ,API 参照名:朝食の様に記述する。 

    ・チェックボックスの場合、<COLNUMTYPE>〜</COLNUMTYPE> 

の中に入れて ,Field276_c:ｂoolean を記述する。 

⇒ドキュメントの置き換え⇒作ったファイルを選択してファイルの置き換え 

⇒予約表で間違いがないかチェックして終了。 

    ・プランが必要な場合は,Field310_r.NAME と記述。（参照関係） 

    ・<COLNUMSIZE>〜</COLNUMSIZE>の中に表示のサイズを指定出来る。 

     時間を表示する欄は 50px、昼は 60px、予約名は 140px、特記事項は 15%に 

     設定する(施設ごとに臨機応変に)。 

    ・特記事項の前に,Relcontact__r.Field2__c:お客様情報。 

    ※予約ポップの画面の予約項目を編集する場合も同様の作業をする。 

 

【その他】 

１７）新規ユーザ登録（システム管理者のみ行うことが出来る） 

  ※誤字脱字厳禁。 

     ⇒設定⇒ユーザの管理⇒ユーザの新規作成、編集、売上目標の設定を行う 

     ⇒新規 

・ ユーザ名の条件 

大文字不可、形式はメールアドレス 

全体の文字数が＠.を含め 80 文字以下 

＠の前に１文字以上の文字、以降に１つ以上の.（ドット）。 

＠と.の間に１文字以上の文字。 

・ 別名とニックネームは同じにする。 

・ 役職、会社名、部署はあれば入力、ディビジョンはいれない。 
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・ ユーザライセンス 

システム管理者→salesforce 

システム管理者以外のユーザ→salesforceplatform 

・ プロファイル 

システム管理者→システム管理者 

システム管理者以外のユーザ→管理者/一般ユーザ 

・ 有効の□にチェックがあるか確認。 

・ 住所、シングルサインオン情報、追加情報、地域の設定、承認者の設定、承認

者の設定、salesorce ニュースレターの設定はさわらない。 

・ 『□パスワードをリセットしてユーザに通知する』は必須なのでチェックを確認し

ておく。 

  ⇒保存（保存すると登録メールアドレスにパスワード設定のメールが届く。） 

 

 １８）郵便番号の検索機能（必須） 

設定＞ビルド＞カスタマイズ＞トピック＞ユーザインターフェース＞サイドバー 

□すべてのページにカスタムサイドバーコンポーネントを表示、にチェックを入

れる。※ お客様のページで実際反映されるか確認。 

 

 １９）検索にひっかかりやすくする設定（必須） 

設定＞カスタマイズ＞検索＞検索設定をカスタマイズする。 

□高度なルックアップ検索 

□ルックアップオートコンプリート 

にチェックを入れる。 

 

 ２０）アクセス許可について（必須） 

設定＞ユーザに管理＞プロファイル＞システム管理者権限＆一般ユーザ権

限を両方設定する。 

□API のログインの２要素認証 

□ユーザインターフェースログインの２要素認証 

チェックをはずす。 
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 ２１）メールアドレスの変更（必須）（※ お客様へ渡す直前に変更する） 

陣屋 info のメールからお客様のアドレスへ変更 

設定＞私の個人情報＞個人情報 

 

 ２２）カード種別の設定 

設定＞作成＞オブジェクト＞会計支払＞カード種別＞選択リスト値で編集 

（並び替えもこの時行う） 

 

 ２３）金券種別の作成 

設定＞作成＞オブジェクト＞金権種別＞新規（並び替えも） 

 

 ２４）予約タイプ 

設定＞作成＞オブジェクト＞予約タイプ＞編集（並び替えも） 

 

 ２５）セグメントの新規作成と編集（チャネルも同じ方法） 

設定＞作成＞オブジェクト＞ご予約＞セグメント＞選択リスト値 

（新規・編集・並び替え・削除） 


