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スタンプカードアプリ モスタ

ご案内画面

お申込み方法① ショップ登録

画面右上のメニューから
「ショップログイン」を選択

「ショップログイン」の画面に
移動後、画面内下部にある
「ショップ登録申請はこちらから」より
次へ進みます。

プラン選択画面 業種選択画面トップ画面

プラン選択をします。

「スタンプ機能」をご利用され
る場合は、スペシャルプランを
選択してください。

スペシャルプランお申込みの
店舗様は、ショップ情報を入
力後にクレジット決済を行っ
ていただきます。

業種を選択してから、
ショップ情報を
入力していただきます。
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スタンプカードアプリ モスタ

ショップアカウントは2種類

「店コードとログインIDを記憶する」を選択すると、
ログアウト後であっても、店コードとログインIDは予め入力された状態になっています。
パスワードは設定によらず消えているので、再度入力する必要があります。

店コード、ログインID、パスワードが一致すれば管理画面に遷移することができます。

●管理者アカウント
●スタッフアカウント

※複数名で利用したい場合は、アカウントを複数発行します。本部へご連絡ください。

※管理者アカウントは、管理者メニュー（設定）の操作が可能。

ショップログインについて

入力した店コードとログインIDは記憶される

※ログインIDまたはパスワードを忘れてしまった場合
「ログインIDまたはパスワードを忘れた方はこちら」を押すと、
スマホ内のメーラー機能が立ち上がり、メールによる問い合
わせができます。

メール文には予め店コード、ログインIDが
入力されているので、そのまま送信して下さい。

※メールにてＩＤ・パスワードを返信しますので
「@mosta.jp」を予め受信できるよう設定を
お願いします。

←画面右上にあるアイコンから
「ショップログイン」を選択するとログイ
ン画面が表示されます。
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スタンプカードアプリ モスタ

来店

アプリトップ画面

ためる画面 ポイント確定画面

カード画面

掲示

スタンプを押す 付与ポイント数をタップ ポイント数を確認し、スタンプを押す

例：
5ポイント

手動でポイント数
変更が可能です

ポイント確認画面

７

ポイント付与完了！

20

ポイントが付与され
たことを確認

お客様に確認してもらう

1 2 3 4 5

1

5

基本操作 スタンプ機を使ってポイントを「ためる」

スタンプ機非対応機種でも
QRコードで対応可能です。
操作方法は10ページにてお

店

お
客
様
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スタンプカードアプリ モスタ

来店

アプリトップ画面 店舗画面 つかう画面 カード画面

掲示

使用ポイント数を確認し、スタンプを押す

交換できる特典は
オレンジ色で表示され、
選択中は★マークが

付きます

「マイカード」より、
店舗画面へ

「つかう」を
選択

ポイントが
減ったことを

確認

利用確認画面

特典利用完了！

基本操作 スタンプ機を使ってポイントを「つかう」

スタンプ機非対応機種でも
QRコードで対応可能です。
操作方法は11ページにて

お
客
様

お
店
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スタンプカードアプリ モスタ

ポイントが付与され
たことを確認

来店 ポイント付与完了！

店舗詳細画面の「ためる」画面を開き、店員に掲示

管理画面ログイン後、
ＱＲコード読み込みを押す

店舗スマホでQRコードを読
み込み、「ためる」画面を起
動

ポイントを確定し、「確定送
信」ボタンを選択

掲示

お客様のスマホにて
「ためる」画面を提示

「QRコードを表示」ボタンを押し、
QRコードを表示させる

カード画面

読込終了後スマホをお返し

一度ログインすると、
ログアウトするまで、ログイン状
態が続きます

会員番号を手動
で入力もできます

16

サブ操作 ＱＲコードを使ってポイントを「ためる」 ・スタンプ非対応端末のお客様
・スタンプ機がすぐに用意できない場合等

★
ス
タ
ン
プ
対
応
で
き
な
い
緊
急
時
★

お
客
様

お
店
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スタンプカードアプリ モスタ

来店 特典利用完了！

店舗詳細画面の「つかう」画面を開き、店
員に掲示

店舗スマホでQRコードを読み
込み、「つかう」画面を起動

利用特典を確定し、「確定送
信」ボタンを選択

掲示

お客様のスマホを操作する。
利用特典を選択した後、

「QRコードを表示」ボタンを押し、
QRコードを表示させる

カード画面

読込終了後スマホをお返し

ポイントが減ったこ
とを確認

一度ログインすると、
ログアウトするまで、ログイン状
態が続きます

会員番号を手動
で入力もできます

管理画面ログイン後、
ＱＲコード読み込みを押す

10

「マイカード」より
店舗画面へ

サブ操作 ＱＲコードを使ってポイントを「つかう」
・スタンプ非対応端末のお客様
・スタンプ機がすぐに用意できない場合等

お
客
様

お
店

★
ス
タ
ン
プ
対
応
で
き
な
い
緊
急
時
★



12

スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ メニュー（１）（店舗管理画面）

②QRコード読み込み

お客様からQRコード画面を提示されたら、このボタンを押しQRコードを読み取ります。
※「ためる」「つかう」ともに対応

「ためる」 のQRコード画面を提示された際にQRコード読み取りができなかった場合は、
このボタンを押し、会員番号を入力して「ためる」操作を行います。

「つかう」 のQRコード画面を提示された際にQRコード読み取りができなかった場合は、
このボタンを押し、会員番号を入力して「つかう」操作を行います。

「キャンペーン始めました」などお客様にお知らせ情報を発信したい場合は、
このボタンを押して発信したい情報を入力します。
※送信は1日1回まで。
※お知らせの送信は、マイカードに自店を登録しているお客様が対象となります。

店舗管理画面からログアウトします。

③ためる 会員番号入力

④つかう 会員番号入力

⑤お知らせ機能

⑥ログアウト

①

②

③

④

⑤

⑥

①自店舗QRコード
トップ画面でスタンプが上手く動かなかった場合に、ユーザーの端末で
ＱＲコードを読み取ることでお店のトップページを開くことができます。
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各画面説明▶メニュー（2）（店舗管理画面）

⑦繁盛店プラン
PUSH機能とABC分析の機能をご使用される場合はこちらよりお入りください

⑧設定
お店情報の入力などを行いたい場合は、このボタンを押し各設定を行います。
※管理者権限を持つ者のみ設定ページヘの移動が可能

⑨自店の利用規約
お店利用規約に同意させてスタンプを利用させる場合は、このボタンを押し設定等を行います。
※管理者権限を持つ者のみ設定ページヘの移動が可能

⑩ショップの会員番号
お店の既存会員番号にmosta会員番号を紐付けることができます。

⑦～⑩の管理者専用の操作は、「管理者アカウント」でログインした場合のみ操作できます。

※⑦繁盛店プラン「PUSH機能」のみ、管理者アカウントで権限を与えると
スタッフアカウントでも操作ができるようになります。

⑦

⑧

⑨

⑩
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各画面説明▶ 店舗ＱＲコード表示（店舗管理画面）

自店舗ＱＲコードについて

自身の店舗ページを起動させるためのQRコードが表示されます。
スタンプ非対応端末のお客様やスタンプ機がすぐに
用意できない場合等の緊急時に使用します。

このＱＲコードをお客様のスマホ（mostaの“ＱＲコード読み込み”で起動させたカメラ）で
読み込みをして頂くと自身の店舗ページのトップ画面が表示されます。

自店舗ＱＲコード

＜自店舗ＱＲコード ご利用イメージ＞

自店舗ＱＲコード

【お客様】 【店舗】 【お客様】 【お客様】

お客様のスマホにて
「ＱＲコード読み込み」
からカメラを起動

店舗のスマホにて
「自店舗ＱＲコード」
からＱＲコードを起動

お客様のスマホにて
「自店舗ＱＲコード」
のＱＲコードを読み込み

お客様のスマホにて
ＱＲコードを読み込みが
成功すると店舗ページの
トップ画面が表示

自店舗のＱＲコードを
表示させた様子
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ ＱＲコード読み込み

ＱＲコード読み込みについて

カメラ機能が起動し、 QRコードの読み込みを行うことができます。
「スマートスタンプ」を使用する際にスタンプ非対応端末のお客様やスタンプ機がすぐに
用意できない場合等の緊急時に使用します。

QRコードは「ためる」「つかう」の各画面下に設けてある「QRコード表示」ボタンを押すと
店舗会員様のＱＲコードが表示されますので、そちらを読み込む流れになります。

QRコードが正常に読み込まれたら、
「ためる」画面、もしくは「つかう」画面が自動的に表示されます。
※「つかう」画面は、お客様側で特典を選択していない場合はQRコードが表示されません。
特典が選択された状態か確認の上、読み取りを行って下さい。

メニューに戻り、「ためる」「つかう」画面から、手動でmosta会員番号を入力してください。

読み込みができなかった場合

お客様のmosta会員番号は
・「ためる」画面
・「つかう」画面
・「カード」画面
に掲載されています。

「ためる」画面 「つかう」画面 「カード」画面

起動したカメラでＱＲコードを
読み込んでいる様子
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各画面説明▶ ためる（店舗管理画面）

「ためる」画面について

お客様にポイントを付与する場合に使用します。
万一スタンプ機で対応できない場合はこちらでポイント付与ができます

➊mosta会員番号
お客様のmosta会員番号を入力します。
QRコードを読み取った場合は自動で入力されます。

➋ポイント
会計額等に応じた数を入力します。（プラスはもちろんのこと、マイナスの対応も可能）

⇒ドラム式での入力が可能 （大きな数を付与するのに向いています）

⇒１ポイントずつの設定が可能 （小さな数を付与するのに向いています）

➌ショップ会員番号
店舗独自の会員番号を付与することができます

➍お名前
店舗独自のお名前（ニックネームなど）を付与することができます

❺「送信」ボタン
押すと、ポイントが付与されます。
付与後、ポイント数に間違いがないかをお客様にカード画面にて確認をしてもらってください。

❻ABC分析 37・38ページ参照
mosta会員番号を入力すると来店回数、利用額、ランクが表示されます。

➐履歴
会員番号を入力すると、お客様の「スタンプカード」利用履歴が直近5件まで表示されます。
表示内容：日時、種別（ためるorつかう）、ポイント数、種別が「つかう」の場合は『特典内容』

ポイント数を間違えた場合の対応
少なく付与した場合 ： ボタンで調整し、「送信」します。
多く付与した場合 ： ボタンで調整し、「送信」します。

［スタンプ画面での表示］
ポイント数はカード情報画面と
スタンプ店（詳細）画面に表示

➊

➋

➌

➍

➎

❻

➐



17

スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ ためる 使用例

①5ポイント付与する ②10ポイント付与に修正 ③50ポイント付与する

ポイント数に応じてスタンプが
押されます。
（最後のスタンプにポイント取
得日が記載されます）

［例①］
10ポイント→5ポイント付与
［例②］
5ポイント付与した状態から
14ポイントに修正
［例③］
0ポイント→50ポイント付与
（紙カードからの移行時等で一度に
大量付与した場合） カード画面に15ポイント表示

※最後のスタンプに日付が付く
10ポイントに修正される
※最後のスタンプに日付が付く

ポイント数が50ポイントになる
※最後のスタンプに日付が付く

上にスクロールすると
1～29コ目のスタンプを
見る事ができます

前の画面で適当にマ
スをタップしたあと、ポ
イント確定画面で「-
1」に修正する。

10

14

-1P 50 P

50

5014
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各画面説明▶ つかう（店舗管理画面）

「つかう」画面について

お客様がポイントを特典と交換する場合に使用します。
万一スタンプで対応できない場合は、こちらでポイント交換を行います。

➊mosta会員番号
お客様のmosta会員番号を入力します。
QRコードを読み取った場合は自動で入力されます。

➋選択されている特典
使用する特典をお客様に口頭確認後、手動で選択します。
QRコードを読み取った場合は自動で特典が選択されます。
さらに、特典を選択すると、特典使用後の残ポイント数が下に表示されます。

➌「送信」ボタン
押すと、ポイントが引かれます。
ポイント残数に間違いがないか、お客様にカード画面の確認をしてもらってください。

➍ABC分析 37・38ページ参照
mosta会員番号を入力すると来店回数、利用額、ランクが表示されます。

➎履歴
会員番号を入力すると、お客様の「スタンプカード」利用履歴が直近5件まで表示されます。
表示内容：日時、種別（ためるorつかう）、ポイント数、種別が「つかう」の場合は特典内容

➊

➋

➌

➍

➎
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交換後のカード

各画面説明▶ つかう 使用例

●10ポイントを特典と交換（2つ目の特典と交換）

つかう画面に10ポイント表示
された状態
※必ず使用前のポイント数と
選択されている特典を確認

特典２を使用で１０ポイントが
利用されるため、カード画面の
ポイントが10P減った形になる

特典を確認し、ポイント付与する
※必ず使用後のポイント数を確認

交換前のカード

10Pの特典を選択後、

スタンプを押す

もしくは

QR読込み操作

を行って交換。

P

交換したポイント数に応じてスタンプが消されます。
（スタンプは左上から順番（古い順）に消されます。

5
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各画面説明▶ お知らせ送信（店舗管理画面）

「お知らせ送信」画面について

お客様にお知らせ情報を発信したい場合に使用します。
お知らせの送信は、マイカードに自店を登録しているお客様が対象となります。

➊お知らせ内容 ※お知らせの送信は１日１回まで。
お知らせ情報を入力します。
(最大300文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➋「即時送信」ボタン
押すと、お客様にお知らせ内容が送信されます。

➌履歴
お知らせ送信履歴が直近5件まで表示されます。
表示内容：送信日時、お知らせ内容の最初の数文字

送信されたお知らせは、スタンプ店の
「お店からのお知らせ」ボタンから
確認することができます。
新着の場合、アイコンが表示されます。

➊

➋

➌

本文中にURLを入力すると、受信者のメッセージボックスでURLリンクとなり、ブラウザが開きます。

良い例
・URLの前後に半角スペース（全角スペース）を入力する
・URLは改行して入力する

悪い例
・URLリンクの前後にスペースを
入力していない

絵文字を入力してしまうと、受信者側で絵文字の後に入力した文字が
表示されなくなったり、送信者が送った絵文字と違う絵文字が
表示されてしまうなどの不具合が発生する場合があります。
※「スマイル」が「怒りマーク」など

※スペースがないとリンクされません
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各画面説明▶ 設定(１) （店舗管理画面）

「設定」画面について

店舗情報、カード内容の設定が行えます。
※入力、設定した情報は即時反映されますので、公開後の編集の際はご注意下さい。

応急処置
「ためる」と「つかう」機能の緊急停止ができます。
※緊急停止しても、スタンプ店一覧や詳細情報、お知らせ等は表示

緊急停止は何に使うのか？

◯営業時間外のスタンプカード利用制限 （不正防止）
緊急停止を設定することで、営業時間外にスタンプの「ためる」「つかう」機能を使用できなく
し、ポイントを不正に付与したりすることを防止します。

◯スタンプカードサービスの一時停止
諸事情により、スタンプカードのサービスを一旦停止したい場合に「ためる」「つかう」機能を
使用できなくします。
※機能が停止しても、お客様が保有しているポイントは消えません。
（付与したポイントをすべて無効にしたい場合は運営本部にご連絡下さい）

上記以外に、各店舗での使用履歴がシステム上に残るようになっています。
万が一の場合は、こちらで利用者を特定することも可能です。

不正防止について

カード情報の設定を変更した場合の残ポイントは、新しいカードに自動移行されます。
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各画面説明▶ 設定(２) （店舗管理画面）

①店名
店名を入力できます。
※１行目最大30文字、２行目最大12文字入力

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店一覧画面・・・１行目のみ表示
スタンプ店（詳細）画面・・・１行目と２行目が改行され表示

②キャッチコピー
キャッチコピーを入力できます。
※最大４０文字入力可
※全角半角の混在具合によっては、全て表示されずに途中
で省略される場合アリ （スマホの画面仕様に依存）

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店一覧画面とスタンプ店（詳細）画面に表示

③住所
住所を入力できます。
※１行目は最大２０文字、２行目は最大１５文字入力
可
※地図表示は、１行目のテキストにて住所検索するため、１
行目は都道府県から番地まで入力する必要アリ
２行目は主としてビル名や部屋番号を表示

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面に表示

①

②

ステラ新宿８F

①

②

東京都新宿区新宿2-1-9

③

Hair Salon ONE’S

落ち着いた雰囲気の美容室で。あなたに
合った髪・・・

③

①



23

スタンプカードアプリ モスタ

＜お知らせ＞
追加機能として「予約」のボタンを設置して
店舗様にて既に利用されている予約のWEB
ページにリンクできる機能を追加しました。 設
定希望される場合は担当営業
もしくはmosta本部にご相談下さい

各画面説明▶ 設定(３) （店舗管理画面）

④電話番号
電話番号を入力できます。

※半角数字とハイフン（－）で最大１３文字入力可

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面に表示

⑤定休日
定休日を入力できます。
※最大４０文字入力可
※自動改行になります。改行ナシでご入力下さい。

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面に表示

⑥営業時間
営業時間を入力できます。
※最大４０文字入力可
※自動改行になります。改行ナシでご入力下さい。

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面に表示

④
⑤⑥

④

⑤

⑥
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 設定(４) （店舗管理画面）

⑦カードの有効期限
カードの有効期限を設定できます。期限は下記３タイプから選択可能です
・発行日から（１～１２ヶ月）
・最終利用日から（１～１２ヶ月）
・無期限

⑧付与条件
スタンプを押す(ポイント付与する)条件を入力できます。
※最大１５文字入力可

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面と特典画面に表示

⑨特典詳細
特典内容を入力できます。
特典詳細は３つまで入力可能です。ポイントが少ない順に入力して下さい。
※ポイント数は最小１～最大９９まで
※特典内容は最大３０文字入力可

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面、つかう画面、特典画面に表示

⑧

⑨
※サービス途中での設定変更はトラブル発生の原因となりますのでご注意下さい。

⑨

⑧

⑦

⑦
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 設定(４) 特典設定時の注意点（店舗管理画面）

特典の利用について

・同一ポイントでの特典設定はできません（交換時にエラーが出ます）
例：「特典1：10P⇒300円割引」「特典2：10P⇒ネイルオフ無料」など

・特典の内容をポイント交換にした場合、交換操作を行った後に手動でポイントを付与する
必要があります。
例：「10Pで10P付与」など

・一度使用した特典は再度利用可能な仕様となっています。
例：大量に貯めたポイントを特典１と交換し、次の来店で再度特典１と交換

・特典は特典１→３の順で交換しなくても問題ない仕様となっています。
例：大量に貯めたポイントを特典２と交換し、次の来店では特典１と交換

（ポイント数に応じて特典を選ばせることが可能）

特典の設定について
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 設定(５) （店舗管理画面）

⑩ロゴ画像
ロゴを表示できます。

画像は撮影、
又はスマホ内に保存されているものから選択可能です。
※画像選択前にスマホ内で設定が必要です。

設定>プライバシー>mosta>写真をOnにして下さい。
※画像サイズは横長を推奨。（撮影の場合は横位置で撮影）

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店一覧画面に表示

⑪メイン画像
お好みの画像を表示できます。

画像は撮影、
又はスマホ内に保存されているものから選択可能です。
※画像選択前にスマホ内で設定が必要です。

設定>プライバシー>mosta>写真をOnにして下さい。
※画像サイズは横長を推奨。（撮影の場合は横位置で撮影）

［スタンプ店］画面での表示
スタンプ店（詳細）画面に表示

⑩

⑪

⑩

⑪

Hair Salon ONE’S

落ち着いた雰囲気の美容室で。あなたに
合った髪・・・
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 自店の利用規約(１) （店舗管理画面）

「自店の利用規約」画面について

お店の利用規約に関する設定が行えます。

①自店の利用規約の設定
利用規約を使用する/ しないを切替えることができます。
「使用する」に設定すると利用規約ボタンが表示されます。
※「使用しない」に設定しても、スタンプ店一覧や詳細情報、

お知らせ等は表示されます。
（その場合、表画面は「お知らせ」ボタンのみとなる）

※規約が未入力で公開選択されていない状態では「使用する」
に設定できません。

「自店の利用規約」編集について

mosta公開設定完了時にご案内した
『WEB管理画面』より編集することができます。

https://mosta.jp/shopdata/

×

※ＷＥＢ管理画面は管理者のＩＤ・ＰＡＳＳのみログイン可能
です。
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 自店の利用規約(２) （WEB店舗管理画面）

「自店の利用規約」編集/詳細画面について

規約の作成・編集について
規約の作成・編集を行う際に公開状態を「下書き」「公開」から
選択することができます。
「下書き」にした規約は下書き一覧へ（③）、「公開」にした規約は
公開一覧へ（④）それぞれ格納されます。
下書きの編集は、一覧右にある「詳細データ」ボタン（⑤）より編集できます。

「下書き」選択した規約は公開にするまで何度でも編集できますが、
「公開」にして確定してしまうと後で編集することができません。
※「下書き」選択していても、編集中に新規作成してしまった場合は
編集中の規約は編集不可となります。

一覧について
過去の利用規約がリストアップされます。
リストは「下書き」と「公開」の2つあり、それぞれ分けてリスト化されます。
ここでは主に閲覧が行え、右にある「詳細データ」ボタンから規約の詳細を確認
することができます。下書き中の規約に限り、編集も可能です。
※利用者の目に触れるのは最新の利用規約のみ

編集/詳細画面では、規約を作成するフォーム（①）と
作成した規約一覧（②）がセットになっています。
この画面では、規約の作成・編集、閲覧が行えます。
※この画面はPC、スマホのどちらからでも使用可能
※この画面は、アプリ側のショップ管理画面で、
「自店の利用規約」を使用する、使用しないにかかわらず

表示され、利用できます。
※最大１０，０００文字入力可。改行も１文字としてカウント

①

②

③
④

⑤

⑤
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 自店の利用規約(３)

以下の場合は、マイカードに移動します。

・１ポイントでも変動があった。
（利用済みで０ポイントになっている場合も含む）
または、
・利用規約に同意している。

お客様が利用規約に同意すると、マイカードに追加されます。
通常時では、１ポイントでも貯まったらマイカードに追加となっていますが、
利用規約に同意している場合は、０ポイントでもマイカードに追加されます。

利用規約が更新となり、再同意を求める場合は、
一旦マイカードから外れますが、お客様が再同意した場合や
すでにポイント変動があればマイカードに留まります。

お客様が規約を同意した場合について

規約を更新した場合について

×

－同意済み－

落ち着いた雰囲気の美容室で。あなたに合った
髪・・・

Hair Salon ONE’S

マイカードに移動
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 利用規約同意機能 使用例①（WEB店舗管理画面）

スタンプ店（詳細）画面に
「利用規約」が表示される
※スタンプ機能の「ためる」「つかう」は使
えない状態
（タップすると、利用規約への同意を促
す文とリンクボタンが表示される）

お客様が利用規約画面で
規約に同意

「利用規約」に「同意済」の
文字が表示される
※スタンプ機能の「ためる」「つかう」が使
える状態に切替る

※公開選択すると、一覧では「公開」に格納される
自店のスタンプ店が
マイカードに移動する

お店 お客様

アプリ管理画面「自店の利用規約」の設定をON

●規約を新規に作成し、公開選択して確定。「利用規約を使用する」状態に設定し、お客様がその規約に同意する

×
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 利用規約同意機能 使用例②（WEB店舗管理画面）

スタンプ店（詳細）画面の
「利用規約」から「同意済」
の文字が消える
※スタンプ機能の「ためる」
「つかう」は使えない状態

（タップすると、利用規約への
同意を促す文とリンクボタンが表示
される）
※自店のスタンプ店もマイカードか
ら「お店を追加」に戻る
（既にポイント変動がある場合は
マイカードに留まった状態）

「利用規約」に「同意済」の
文字が表示される
※スタンプ機能の「ためる」
「つかう」が使える状態になる

※公開選択すると、一覧では「公開」に格納される

自店のスタンプ店がマイ
カードに移動する
※既にポイント変動がある場合は
マイカードに留まった状態

お店 お客様

アプリ管理画面「自店の利用規約」の設定は
「使用する」の状態

●規約を更新し、公開選択して確定。(「利用規約を使用する」状態）お客様がその規約に再同意する

お客様が利用規約画面で
規約に再同意

新規作成、又は一覧に
保存している「下書き」を
選択し、詳細データを開
き、公開状態を「公開」に
切替え確定する

×
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スタンプカードアプリ モスタ

「利用規約」の表示は変わらない
※スタンプ機能の「ためる」「つかう」は
使えない状態のまま
※自店のスタンプ店はポイント変動がない場合
は「お店を追加」に、
既にポイント変動がある場合は
マイカードに留まった状態

各画面説明▶ 利用規約同意機能 使用例③（WEB店舗管理画面）

スタンプ店（詳細）画面に
「利用規約」が表示される
※スタンプ機能の「ためる」「つかう」は
使えない状態
（タップすると、利用規約への同意を
促す文とリンクボタンが表示される）

お客様が利用規約画面で
「同意しない」を選択

お店 お客様

アプリの管理画面「自店の利用規約」の設定は
「使用する」の状態

●規約を新規作成・更新し、公開確定したが (「利用規約を使用する」状態）お客様がその規約に同意しなかった場合

※公開選択すると、一覧では「公開」に格納される

新規作成、又は一覧に
保存している「下書き」を
選択し、詳細データを開
き、公開状態を「公開」に
切替え確定する

×
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 利用規約同意機能 使用例④（WEB店舗管理画面）

※下書きを選択すると、一覧では「下書き」に格納される

自店のスタンプ店も移動し
ない
※ポイント変動がない場合は「お
店を追加」に、既にポイント変動
がある場合はマイカードに留まった
状態

お店 お客様

アプリ管理画面「自店の利用規約」の設定は
「使用しない」のまま

●新規に作成した規約を下書き選択して確定した場合。または、「利用規約を使用しない」状態に設定した場合

スタンプ店（詳細）画面に
「利用規約」は表示されない
※スタンプ機能の「ためる」「つかう」は
使える状態のまま

下書き選択して確定した場合
について
下書き選択で確定しても、
既に使用状態にしている規約があ
る場合は再度更新（公開）
されるまでその規約が有効状態とな
るため、「利用規約」は
表示されたままとなる。
※利用者の目に触れるのは
最新の利用規約のみ
※編集中に設定を「使用しない」に切
替えた場合は非表示となる

×

－同意済み－
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ ショップ会員番号（１）（店舗管理画面）

お客様の「ためる」画面

「ショップ会員番号」画面について
mostaの会員番号を店舗の既存会員番号に紐付けたい場合に使用します。

ショップ会員番号を使用する
ショップ会員番号を使用する/ しないを切替えることができます。
「使用する」に設定すると会員番号欄が表示されます。
※「使用しない」に設定しても、スタンプ店一覧や詳細情報、お知らせ等は表示されます。

お客様の「つかう」画面

ショップ会員番号の入力自体は、
管理画面の「ためる」より行います。

スイッチを「使用する」に設定しただけでは、
情報は反映されません。
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ ショップ会員番号（２）（店舗管理画面）

144

12345

山田花子

「ショップ会員番号」の入力について
「ためる」画面で会員番号とお客様の名前を入力します。
（会員番号：最大10文字入力可。
名前：最大20文字入力可。漢字の他にひらがな、カタカナ、ローマ字なども入力可能。 ）

「確定送信」ボタンを押すと、お客様情報が送信されます。
※送信すると、「ためる」「つかう」画面下部に店舗会員番号が表示されます。
※「使用する」に設定した状態＝入力必須ではありません。
「ためる」画面で情報を入力しなかった場合でも「ためる」機能は使用でき、ポイントは付与されます。

お客様の「ためる」画面 お客様の「つかう」画面

144

12345

山田花子

144

12345
山田花子
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ ショップ会員番号 使用例（店舗管理画面）

●ショップ会員番号を使用する状態に設定し、ポイント付与の際に店舗の会員番号を入力する

お店 お客様

「使用する」にした状態で
店舗の会員番号を入力する

12345

144

山田花子
144

12345
山田花子

「確定送信」すると、「ためる」「つかう」に情報が反映される
※情報はWEB管理画面にも反映

ショップ会員番号を
「使用しない」に
設定した場合

オフの状態だと、
会員番号欄及び、
店舗の会員番号は
表示されません。

144
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スタンプカードアプリ モスタ

各画面説明▶ 繁盛店プラン 顧客ABC分析（1）（店舗管理画面）

●お店側

「顧客ABC分析」画面について

お客様の来店頻度と獲得スタンプ数により自動分析を行い、お客様のランクを知ることができるように
なります。

会員ランクカラーの設定
会員ランクカラーを表示する/ しないを
ボタンで切替えることができます。
「会員ランクカラーを表示する」に設定すると、
スタンプカードの背景色が顧客ABC分析の
ランクの色となります。

顧客ABC分析結果 スタンプカードの背景色

ゴールドランク ゴールド

シルバーランク シルバー

ブロンズランク ブロンズ

ランク外 白（背景色指定なし）

お店側の画面では、mosta会員番号を入力した際に、ランク情報が表示されます。
（ショップ会員番号がなくても表示）
※お客様側にランクカラー以外の情報が見えることはありません。

ブロンズ シルバー ゴールドノーマル
（ランク外の場合）

●お客様側
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各画面説明▶ 繁盛店プラン 顧客ABC分析（2）（店舗管理画面）

高い

「顧客ABC分析」分析方法について

分析方法について
3回来店者が20人以上になり次第、分析を開始して自動表示します。

※分析は、深夜に１日１回行われます。
※直近1年間を対象として分析します。

以下の２パターンで1位から順に並べ、グループ分けを行います。

①来店数＝ためた回数

来店数 内訳 得点 グループ

多い 上位5％以内 ３点 A

↑ 上位6％～20％以内 ２点 B

↓ 下位80％ １点 C

少ない
来店が3回未満（分析対象
外）

０点 グループ外

②利用額＝ためたポイント

利用額 内訳 得点 グループ

多い 上位5％以内 ３点 A

↑ 上位6％～20％以内 ２点 B

↓ 下位80％ １点 C

少ない
来店が3回未満（分析対象
外）

０点 グループ外

※各グループ境界で同点の場合は下位に振り分けされます。

①来店数 ②利用額

合計点数により判定を行います

判定

３点

４～５点

６点

２点以下

ゴールドランク

シルバーランク

ブロンズランク

ノーマル（ランク外）低い

左記の２つの表の特典を合計して判定します。
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各画面説明▶ 繁盛店プラン PUSH機能（店舗管理画面）

「PUSH機能」について
お店のスタンプカードを保持しているお客様にPUSH通知を配信することができます。
ABC分析機能と合わせて、状況に合った通知を送ることができます。

各通知はむやみに配信しても効果は薄れてしまいます。配信内容と、タイミングの精度を高めるために各
通知ごとに制限を設けています。
３種類合わせると１週間に４回配信ができますので、お客様に有益な情報を正しく配信しましょう。

①

②

③

各PUSH機能の本文中にURLを入力すると、受信者のメッセージボックスで
URLリンクとなり、ブラウザが開きます。

良い例
・URLの前後に半角スペース（全角スペース）を入力する
・URLは改行して入力する

絵文字を入力してしまうと、受信者側で絵文字の後に入力した文字が表示されなくなったり、
送信者が送った絵文字と違う絵文字が表示されてしまうなどの不具合が発生する場合があります。
※「スマイル」が「怒りマーク」など

➊一斉通知機能
お店のスタンプカードを保持しているお客様全員に

PUSH通知することができます。
対象＞全員
回数＞１週間に１回まで

➋再来店通知機能
お店に来店されたことのあるお客様に対し

PUSH通知することができます。
対象＞当日～１８０日前に来店されたお客様
回数＞１週間に２回まで

➌お得意様通知機能
指定したランクのお客様に対して

PUSH通知することができます。
対象＞指定ランク対象者
回数＞４週間に４回まで

悪い例
・URLリンクの前後にスペースを入力していない
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各画面説明▶ 繁盛店プラン 一斉通知（店舗管理画面）

「一斉通知」画面について
お客様全員にPUSH通知を配信することができます。

通知回数について 一斉通知は１週間に１回までとなります。

（通知回数については、サービス利用開始日が起点となりカウントが行われます。
例：サービス利用開始日が月曜日なら、月曜日起点として、月曜日から日曜日の間に1回）

➊タイトルを入力。 (最大２２文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➋本文を入力。(最大３００文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➌画像を任意で添付することができます。

「撮影」ボタンでカメラが起動します。「写真選択」ボタンでアルバムが起動します。

➍「通知」ボタンを押すと、お客様に送信されます。ボタンには「何名に配信」されるかが

表示されます。その上に、残りの送信可能回数が表示されます。

➎過去に配信した通知文を確認することができます。

①

②

③

★使用例★

・雨の日の「来店者限定セール」のお知らせ
・「タイムセール」のお知らせ
・「○周年記念特別クーポン」の配布
・「お店都合の急な休み」のお知らせ
・「本日は貸切です」のお知らせ
・「キャンセル待ちの方に」予約状況のお知らせ
・「ホームケアのコツ」のお知らせ
・「インスタ映えメニューランキング」のお知らせ

絵文字を入力してしまうと、受信者側で絵文字
の後に入力した文字が表示されなくなったり、送
信者が送った絵文字と違う絵文字が表示されて
しまうなどの不具合が発生する場合があります。
※「スマイル」が「怒りマーク」など

④

⑤
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各画面説明▶ 繁盛店プラン 再来店通知（店舗管理画面）

「再来店通知」画面について
当日～１８０日前に来店されたことのあるお客様に対しPUSH通知を配信することができます。

通知回数について 再来店通知は１週間に２回までとなります。

（通知回数については、サービス利用開始日が起点となりカウントが行われます。
例：サービス利用開始日が月曜日なら、月曜日起点として、月曜日から日曜日の間に２回）

➊いつ来店したお客様に送信するか、日付を選択します。

➋タイトルを入力。 (最大２２文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➌本文を入力。(最大３００文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➍画像を任意で添付することができます。

「撮影」ボタンでカメラが起動します。「写真選択」ボタンでアルバムが起動します。

➎「通知」ボタンを押すと、お客様に送信されます。ボタンには「何名に配信」されるかが

表示されます。その上に、残りの送信可能回数が表示されます。

➏過去に配信した通知文を確認することができます。

①

②

③

★使用例★

・クリーニング店
「まだお引取りに来ていないお客様いらっしゃいましたらお手
数ですがお引取りお願いいたします」
・ネイルサロン
「3週間たちましたがいかがでしょうか。新しいデザインをご用
意してお待ちしております」
・整体、マッサージサロン
「1ヵ月経ちましたがお身体の調子はいかがでしょうか。継続
して通うことで改善されますのでご来店お待ちしています」

絵文字を入力してしまうと、受信者側で絵文字
の後に入力した文字が表示されなくなったり、送
信者が送った絵文字と違う絵文字が表示されて
しまうなどの不具合が発生する場合があります。
※「スマイル」が「怒りマーク」など

④

⑤

⑥
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各画面説明▶ 繁盛店プラン お得意様通知（店舗管理画面）

「お得意様通知」画面について
指定したランクのお客様に対してPUSH通知を配信することができます。ランクは複数選択可能。

通知回数について お得意様通知は４週間に４回までとなります。

（通知回数については、サービス利用開始日が起点となりカウントが行われます。
例：サービス利用開始日が10日なら、10日起点として、1カ月間に4回）

➊どのランクのお客様に送信するか、ランクを選択します。

➋タイトルを入力。 （最大２２文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➌本文を入力。（最大３００文字入力可。全角半角混合、顔文字、改行など使用可能）

➍画像を任意で添付することができます。

「撮影」ボタンでカメラが起動します。「写真選択」ボタンでアルバムが起動します。

➎「通知」ボタンを押すと、お客様に送信されます。ボタンには「何名に配信」されるかが

表示されます。その上に、残りの送信可能回数が表示されます。

➏過去に配信した通知文を確認することができます。

①

②

③

★使用例★

・常連さん向けの特別サービス
「いつもご利用ありがとうございます。
あなただけの特別なサービスをご用意いたしました。ご来店
お待ちしております」

・来店頻度が少ない方への呼び込み
「前回はご利用ありがとうございました。その後いかがでしょう
か。次回ご来店の際使えるクーポンをご用意しましたので、
ご来店をお待ちしております！」

絵文字を入力してしまうと、受信者側で絵文字
の後に入力した文字が表示されなくなったり、送
信者が送った絵文字と違う絵文字が表示されて
しまうなどの不具合が発生する場合があります。
※「スマイル」が「怒りマーク」など

④

⑤

⑥
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各画面説明▶ 通知の表示（１）

各「通知」の表示について

各通知画面より送信したPUSH通知は、通知音付きでお客様のスマホ上に表示されます。

通知音について
・iPhoneは、mostaを開いた状態だと通知音が鳴らない。
・Androidは、mostaを開いた状態でも通知音が鳴る。
※スマホ側で通知音をオン設定にしていた場合に限る

通知の表示のされ方は、スマホ側での設定によ
り異なります。

iPhone
「設定」＞「通知」＞「mosta」＞通知を許可

Android
「設定」＞「通知」＞「mosta」＞すべてオフ

機種・OSによって操作が異なる場合があります。
お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。

[文字数について]
選択した表示タイプにより、表示文字数が変わ
ります。
・バナー…全角22文字
・ダイアログ…全角57文字
・通知センター…全角43文字

ダイアログ通知例

店舗からお客様には
「お得なお知らせを受けられるので設定の確認を
してくださいね」と誘導してもらう

iPhone Android
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各画面説明▶ 通知の表示（２）

「メッセージ一覧」

お客様側で受信されたPUSH通知は、mostaアプリ内のトップ画面とメッセージ一覧に表示されます。

①トップ画面
通知があると、トップ画面下部に「通知が○件あります」と表示されます。
※未読メッセージがあった場合は、追加合計された数字が表示されます。

②メッセージ一覧
トップ画面下部の表示をタップすると、受信された通知の一覧が確認できます。
※新着のものは一覧上部に表示されます。
※未読の通知にはアイコンが付きます。

③メッセージ
通知は各店舗ごとに確認ができます。

クリップマークがついたメッセージ
には、画像が添付されています。

画像は、文章の一番下に続くように
表示されます。

未開封のメッセージにおいては

タイトルの箇所に未読 のマークがつきます

①
②

未読

③
1
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姉妹店機能について

「姉妹店機能」とは

複数の店舗のスタンプカードを1枚の共通のスタンプカードに設定する機能です。
例えば、A店とB店が支店同士の場合、店舗側で姉妹店機能を設定しておくことで、
お客様にA店でもB点でも１枚のスタンプカードでポイントをためて
利用することができます。
設定はWEB管理画面から行います。
姉妹店登録した店舗は、各店舗ページ内の★姉妹店のご案内★に表示されます。

Café ONE’S A店 Café ONE’S B店

姉妹店注意事項

姉妹店機能は姉妹店毎にお申し込みしていただく必要がございます。
またスタンプ機は共有化できませんので、ご注意ください。
（例）Ａ店で使用しているスタンプ機を姉妹店のＢ店の「ためる」「つかう」画面に

スタンプ機を押してもＢ店と認識されません

「スマートスタンプ」はお申込みをした店舗単位で必要になります。ご注意ください。

姉妹店機能の設定方法は、ショップ用WEB管理画面取扱説明書をご覧ください。

合算

5ポイント 10ポイント
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アカウント登録について ※アカウント登録することで、機種変更など行う際、データの引継ぎができます。

機種変更後は、使用する前に「データ引継ぎ」よりログインしてください。
データが新しい機種に引き継がれます。

データ引継ぎする前に、別のアドレス、パスワードを登録することができます。
その際、古いアドレス・パスワードは使用できなくなります。

メールアドレスとパスワードを
入力し、登録ボタンを押します。

登録メールアドレス宛にメールが届きます。
本文中のURLを開いてください。

アカウント登録が完了しました。
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データ引継ぎについて ※登録済みのアカウントでログインすると、ポイントを引き継ぐことができます。

登録店と保持ポイント
数が表示されます。
確認し、「ログイン」ボタ
ンを押します。

以上で引継ぎが完了で
す。

トップ画面右上のメニュー
より「データ引継ぎ」を押
します。

アカウント登録した、
メールアドレスとパスワード
を
入力し、確認ボタンを押し
ます。

トップページに戻ります。

※アカウント登録をしていないとデータ引継ぎはできません。




