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はじめに

この度は fsp-manager online サービス（GBM SQUARE）をご契約頂きまして、誠にありがとうございます。このマ
ニュアルをよくお読み頂き、正しくお使い下さい。このfsp-manager online サービスをご利用頂くことで、貴社事業
の発展に少しでもお役に立てれば幸いです。

・本サービスおよびマニュアルの一部または全部を弊社の承諾なしに無断で使
用、複製することは、法律で禁じられております。

・本サービスの仕様およびマニュアルの内容は、改良のため予告なしに変わる
ことがあります。

・各種｢サービス利用規約｣をよくお読み頂き、同意の上サービスの利用を開始
して下さい。なお、利用開始と共に｢サービス利用規約｣に同意頂いたことに
なります。

・本サービスを運用した結果による障害または逸失利益等については、一切の
責任を負いかねますので、予めご了承ください。

・開発中の画像を使用しているため、実際の画面イメージと異なる場合があり
ます。

ご注意
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※Pepper用ロボアプリ「ポイントカード」は、株式会社テックラインのアプリケーションです。
※ロボアプリは、ソフトバンクロボティクスのPepperを活用し、株式会社テックライン社が独自
開発したアプリケーションです。



はじめに
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fsp-manager online サービス【ポイントカード】ロボアプリ連動でできること
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【ポイントカード】
アプリ連動サービス

●【ポイントカード】 ロボアプリ(Pepper for Biz)
来店ポイントサービス、アンケート回答、プレゼン表示

管理画面 ●顧客管理
●店舗グループ管理
●店舗管理
●アンケート管理
●ポイント設定１
●アカウント管理

※その他のオプションサービス（顧客分析サービス、タブレットポイント付与サービス、マイページ（会員側）サービス、
クーポンサービス、メール配信サービス）のご要望につきましては、別途申込が必要となります。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。



運用の流れ(例)
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【fsp-manager online ポイント管理画面】

・顧客情報登録
・来店ポイント数設定
・ポイント交換処理
・アンケート設定
（プレゼン設定）

Pepper

ロボアプリ：ポイントカード

ポイントデータ送信
アンケート・プレゼンデータ送信

カード会員

バーコードカード

管理者

バーコードカードの仕様や作成については、GBM営業担当までお問い合
わせ下さい。

ご注意下さい。バーコードカードについて

【オプション】
顧客分析サービス
タブレットポイント付与サービス
マイページ（会員側）サービス
クーポンサービス
メール配信サービス）

※オプションにつきましては、
別途サービス申込が必要となります。



動作環境-推奨するWEBブラウザー

ポイント管理画面の動作には、以下のWEBブラウザーを推奨します。

5

OS WEBブラウザー

Windows Internet Explorer 11 最新版

Mozilla Firefox 最新版

Google Chrome 最新版

Macintosh Safari 5.x、6.0

Mozilla Firefox 最新版

iOS Safari(最新のiOS)

Android 最新Android OSの標準ブラウザ

※Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能を使用しての表示は動作保証外となります。
※iOSはiPad/iPad mini のみ動作保証対象です。iPhoneおよびその他では動作保証しておりません。
※Androidはタブレット端末のみ動作保証対象です。スマートフォンでは動作保証しておりません。
※各OS、各ブラウザーおよびプリンター等の周辺機器についての操作の問合せや不具合対応は、当社
ではサポートできません。各開発元・販売元のウェブページまたはお問合せ窓口にご確認下さい。
※インターネット回線は、インターネットサービスプロバイダーとお客様にて直接ご契約ください。

(別途有償)



ポイントサービス管理画面
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ログイン/担当者変更/ログアウト
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管理画面ログイン画面

任意で作成頂いたショートカットか、ブラウザのお気に入りよりWEBポイント発行画面
にアクセスして下さい。

またはブラウザを起動して下記のURLよりアクセスして下さい。

管理画面ログインで [担当者コード][パスワード]を入力して[ログイン]ボタンを押して、
ログインして下さい。

管理画面が表示されます。

管理画面ログインページが表示されない場合パソコンがインターネットに接続
されていないケースも考えられます。Yahoo!やGoogleなど他のサイトにアク
セス可能かご確認ください。
インターネット接続については、ご契約のプロバイダにご確認ください。

ログアウト(終了)する場合は、画面右上のログアウトボタンを押して下さい。
再度ログインされる場合は、[管理画面ログイン画面]からログインして下さい。

ログアウト



管理画面メニュー
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管理画面には以下の機能があります。
画面左の管理メニューのリストから機能を選択します。

顧客情報の登録などを行います。

店舗グループの管理をします。※

アンケートの管理を行います。

管理画面のアカウント設定を管理します。※

来店ポイント設定及びカード読み取り待機画面の管理を行います。

利用する店舗の確認をします。※

【ポイントカード】ロボアプリでは使用しません。そのほかのGBM
SQUAREサービス連携後に使用します。

アカウント設定について

【ポイントカード】ロボアプリはロボ単位のため、単独店舗として動作します。
店舗グループ及び店舗管理は、システム上、使用しません。

店舗グループ管理と店舗管理について



ポイントカード アプリ画面説明
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ポイント設定１：カード読み取り待機画像

|TOP画面

|カードをお持ちでない方…画面

ポイント設定１：
カードをお持ちでない方へ

※「TOP画面（待ち受け画面）」の「終了」を押すと、ロボアプリが終了します。
※各項目「戻る」ボタンを押さなくても、60秒経過後に、自動でトップに戻ります。

アンケート管理：プレゼン画像

|プレゼン画面

終了

ポイントカードをお持ちでない方へ
TOPへ戻る 次へ

アンケー
ト管理：
アンケー
ト画像

|アンケート画面

アンケート管理：アンケー
ト質問

アンケート管理：アンケー
ト回答

|ポイント付与完了画面

会員番号：

付与日付：

現在ポイント：

戻る

※上記項目はアンケート・プレゼン完了後に表
示する読み取り中の会員情報となります。
この時、Pepperがポイント数を読み上げます。

戻る

TOPへ戻る
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TOP画面（カード読み取り画面）

終了

ポイントカードをお持ちでない方へ

TOP画面の真ん中の赤枠は、Pepperのカメラで使用するエリアです。

このエリアは使用不可となりますので、カード
読み取り画面をオリジナルにする場合は、デザ
インにご注意下さい。

c SoftBank Robotics Corp



顧客管理

顧客情報の登録・編集、ポイント交換処理を行います。
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●画面の説明

|顧客一覧

顧客一覧をCSVファイルに出力します。

指定されたフォーマットのCSVデータをインポートします。

顧客の編集を行います。

顧客の削除を行います。(取引履歴は削除されません。)

●顧客情報入力手順

本システムでは、取引の取引があった顧客コード(カード番号)のみ、顧客情
報の登録/編集が可能です。顧客コードの検索は、キーワード欄に入力して
直接検索することができます。

①メニューから[顧客管理]ボタンをクリックします。
②画面上部が[検索欄]で、画面下部に検索条件に合うお客様のリストが表示
されます。21件目以上のお客様がある場合は、左右の矢印ボタンを押すこ
とで、表示を20件ずつ送ることができます。
画面を表示した直後は、全てのお客様のリストが表示されています。

③リストに表示された登録/編集を行いたい顧客情報をダブルクリックして
下さい。[顧客登録]画面が表示します。

④登録画面は[基本情報][ポイント情報]などタブ分けされており、
[基本情報]に必要な項目を入力して下さい。

※[ポイント情報]と[その他の情報]は１回以上のお取引がある顧客の場合にのみ表示します。

⑤入力後、変更ボタンを押して下さい。

ポイント登録を行います。
(ポイント加算・減算(交換)/返品)



顧客管理
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●画面の説明

|基本情報

項目 説明

顧客コード カード番号がセットされています。

パスワード

お客様がマイページログイン用に指定したパス
ワードがセットされます。通常は何も入力しなく
て結構です。お客様よりパスワードをリセットし
て欲しいなどの要望があった場合に使用します。

マイ店舗
お客様がマイページで指定された店舗が表示され
ます。マイページをご利用されない場合は、顧客
情報編集時に入会店舗を登録して下さい。

最終利用日 最終取引日がセットされています。

顧客ランク 会員ランクによる区分分けができます。

顧客情報

項目 説明

顧客名(漢字) 顧客名の漢字を入力します。

顧客名(カナ) 顧客名のフリガナを入力します。

性別 性別を選択します。

生年月日 顧客の生年月日を入力します。

住所
顧客の住所を入力します。郵便番号入力後[郵便番
号検索]を押すと該当する住所をセットします。

電話番号 顧客の電話番号を入力します。

メールアドレス
メールアドレスを登録します。途中までしかわか
らない場合などは入力しないで下さい。
パソコン用がマイページログイン用IDになります。

メモ 備考欄です。

個人情報

赤色の項目は、別途、顧客分析／マイページ申込
が必要となります。※オプションサービス
(入力・更新操作自体は、費用発生しません)

【パスワード】について
パスワードは変更の必要が無い場合は、何
も入力しないようにして下さい。



顧客管理
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●画面の説明

|ポイント情報(閲覧のみ)

ポイント情報

ポイント履歴

現在保有ポイント、最終来店日、カード有効期限など
の情報を表示します。

当該顧客のポイント履歴を表示します。

|ポイント交換

ポイント交換については【ポイント設定】から、ポイント減算で
交換します。

・「ポイントカード」ロボアプリ内にて、ポイント交換することはできません。
・ポイント交換を行わなくても、システム上は問題ありません。

・必ず「ポイント減算」で処理を行って下さい。
（例）金額加算で処理してしまった…返品(金額)で返品を行い、

もう一度正しい処理を行って下さい。

ポイント交換について



店舗グループ管理

店舗グループの追加・編集を行います。
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●画面の説明

|店舗グループ一覧

店舗グループの編集を行います。

店舗グループの削除を行います。(取引履歴は削除されません。)

店舗グループの新規追加を行います。 新規追加時は【店舗グループ番号】【店舗グループ名称】を入力します。
グループ設定されたい店舗の【操作】にレ点を入れて更新して下さい。

【ポイントカード】ロボアプリはロボ単位のため、単独店舗として動作します。
店舗グループ及び店舗管理は、システム上、使用しません。

店舗グループ管理と店舗管理について



店舗管理

店舗情報の確認・編集を行います。
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●画面の説明

|店舗一覧

店舗情報の編集を行います。

店舗の削除を行います。(取引履歴は削除されません。)

【ポイントカード】ロボアプリはロボ単位のため、単独店舗として動作します。
店舗グループ及び店舗管理は、システム上、使用しません。

店舗グループ管理と店舗管理について



アンケート管理
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【ポイントカード】ロボアプリで表示するアンケート及びプレゼンの管理を行います。

●画面の説明

|アンケート一覧

編集

削除

詳細

アンケートの編集を行います。※期間、初回起動設定

アンケートの新規追加を行います。

アンケートを削除します。

アンケートの質問・プレゼン設定をします。

【操作】

詳細 アンケートの集計結果を表示します。

【回答】

項目 説明

タイトル タイトルを入力します。

開始日 カレンダーから開始日を選択して下さい

終了日 カレンダーから終了日を選択して下さい。

初回の質問

「初回質問とする」にチェックすると、当アンケートから
開始されます。初めのイントロ等で利用できます。

※初回質問は1つのみ設定できます。
※他に初回質問を設定している場合は、

他の初回質問は通常の質問に設定されます。

アンケートを追加します。
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アンケート管理

【ポイントカード】ロボアプリで表示するアンケート及びプレゼンの管理を行います。

●【操作：詳細】画面

アンケート内容・プレゼン内容の新規追加を行います。

編集 アンケート内容・プレゼン内容の編集を行います。
上記内容の解除も、この【編集】から行います。

使用有無
ステータスの確認ができま
す。プレゼン及び質問が
「なし」の場合は、ステー
タスが未使用になります。

表示順
アンケートの表示順
は「▼▲」で変更で
きます。

項目 説明

タイトル タイトルを入力します。

プレゼン有無
択一選択
あり：プレゼン画像をセットします。
なし：プレゼンを使用しません。

プレゼン画像
(推奨サイズ：1600px×960px)

画像を選択します。
ファイル形式：JPG、GIF、PNG
容量：2MBまで

Pepperセリフ Pepperのセリフを入力します。ひらがな、漢字も登録可能です

質問有無

択一選択
あり：質問をセットします
なし：質問を使用しません。
※質問なしの場合は、下記「質問・回答」を登録する必要
はありません。

説明画像
(推奨サイズ：370px×960px)

画像を選択します。
ファイル形式：JPG、GIF、PNG
容量：2MBまで

質問 質問内容を登録します。

回答

回答内容は、1行ごとに入力して下さい

※最大質問数は５個までとなります。

Pepperセリフ Pepperのセリフを入力します。ひらがな、漢字も登録可能です

＞
＜

良い
普通
悪い

※一度登録したアンケート一覧の個々のタイトル削除はできません。
使用しないアンケート・プレゼンについては、【編集】ボタンで呼び出して、
プレゼン・質問を「なし」にして、ステータスを「未使用」にしてください。

※Pepperのセリフは、最大500文字まで登録はできますが、長すぎた場合、Pepperが喋り終わる前に
操作されてしまいます。その場合、一部音声が途切れたり喋らなかったりしますので、ご注意下さい。

質問あり時必須

質問あり時必須



アンケート管理
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●アンケート集計結果

「回答：詳細」ボタンで、アンケート集計結果を表示します。

>>CSV出力 現在表示されているアンケート結果をCSVファ
イルで出力します。



ポイント設定１
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各ポイント・初期画面の設定です。

●ポイントレート

項目 説明

来店ポイント設定
来店ポイント数の設定を行います。

最大ポイント数は、4桁(0~9999)となります。

カード読み取り待機画像
(推奨サイズ：1600px×960px)

Pepperがカード読み取りを待つときに表示される画像で
す。

※最大全角100文字

Pepperセリフ カード読み取り時のPepperのセリフを登録できます。

カードをお持ちでない方へ
(推奨サイズ：1600px×960px)

会員カードを持ってない方への案内画像です。

Pepperセリフ

カードをお持ちでない方へ時のPepperのセリフを登録で
きます。

※最大全角100文字

※Pepperのセリフは、最大100文字まで登録はできますが、長すぎた場合、Pepperが喋り終わる前に
操作されてしまいます。その場合、一部音声が途切れたり喋らなかったりしますので、ご注意下さい。

現在表示されている設定に変更します。



アカウント設定

管理画面にログインするためのアカウント設定を行います。
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●画面の説明

|アカウント一覧

削除
データを削除します。

編集
データを編集します。

新規登録画面を表示します。

アカウント一覧をCSVファイルに出力します。

|新規登録・編集画面

出力制御
ファイル出力及び、
レポート出力の可否
状態を確認できます。
編集画面で変更でき
ます。



アカウント設定
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●アカウント設定

下記の手順で設定を行なって下さい。

①管理メニュー[アカウント設定]をクリックします。
②画面下部の[新規登録][編集]ボタンを押すと、入力画面が表示します。

③必要な項目を入力します。

項目 説明

アカウントID 任意の英数字を登録して下さい。

担当者コード
任意の英数字を登録して下さい。
この担当者コードはログイン時に必要になります。

担当者名(漢字) 担当者名を入力して下さい。(片仮名・平仮名も可)

担当者名(フリガナ) 担当者名のフリガナを入力して下さい。

出力制御 ファイル出力、レポート作成可能にする権限を付与します。

アクセス制御 右表参照

メールアドレス
メールアドレスを入力して下さい。
※パスワードを忘れた時のリマインダー

機能が使用できます。

パスワード
パスワードを入力して下さい。
（確認）も同じパスワードを入力して下さい。

機能 説明

アクセス制御

WEBクライアント画面
クライアント画面へのアクセスを制御します。
この項目を許可しないと、ブラウザのタブレッ
ト入力画面にアクセスできません。

クーポン管理
クーポン管理・アンケート管理画面へのアクセ
ス権を制御します。

ログ・設定管理
ログ管理・ポイント設定へのアクセス権を制御
します。

顧客管理へのアクセス
顧客管理(※ポイント管理画面)へのアクセス権
を制御します。

|アクセス制御について

④最後に[新規登録][変更]ボタンを押します。

・ここで登録したユーザーアカウントを担当者にお知らせ下さい。
このアカウントは管理者の管理の元、外部に漏れないように大
切に取扱ください。
・誤ってすべてのアカウントを削除されないようにご注意下さい。
誰もアクセスできなくなります。
・システム管理者の権限を誰も持っていない状態を作らないよ
うにご注意下さい。設定変更を行えるアカウントがなくなりま
す。

※現在ログインしているユーザー以上のアクセス制御の設定を
行うことはできません。

【ポイントカード】ロボアプリでは使用しません。その他のGBM SQUAREサー
ビス連携後に使用します。

アカウント設定について
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先にアンケート管理画面の【初回】項目に○は付いているアンケート群を実行します。
２回目以降は、初回以外のアンケートが実行されます。

■登録したのにアンケートが実行されない

■アンケート詳細一覧にあるのに実行されない。

ステータスが【未使用】になっているアンケートは実行されません。(プレゼン有無：なし、質問有無：なし)

■アンケート登録・編集できない。

エラー表示されますので、入力項目を再確認して下さい。
※左記はアンケート有りの状態で「質問」項目が未入力です。

■使用する画像の作り方が分からない

作成用のテンプレート（Microsoft社 パワーポイント）をご用意しております。構成後に【ファイルに保存】で「PNG、JPEG、GIF」形式
で保存して下さい。

※PowerPointは、Microsoft社の製品です。

バーコードカードの仕様や作成については、GBM営業担当までお問い合わせ下さい。

■バーコードカードが読めない、読まない

■アンケート・プレゼン画像を無しに変更したい。

一度アンケート一覧で登録したタイトルは「使用・未使用」しかできません。再度、新規アンケートを作成して下さい。
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大阪本社
〒538-0041 大阪府大阪市鶴見区今津北1-4-9

TEL 06ｰ6968ｰ5831

東京支店
〒162ｰ0065 東京都新宿区住吉町2-14 四谷曙橋ビル3F
TEL 03-3357-8531

URL http://www.gbm.co.jp/


