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【1】WEB（PC版）操作マニュアル

ご利用の前に

以下のＵＲＬまたはＱＲコードにて注文サイトを
開いてください

利用者様 注文登録画面

ＵＲＬ

ＱＲコード

利用企業様URLを表記ください

利用企業様QRコードを表記ください



【1】WEB（PC版）操作マニュアル

ご利用の前に

あらかじめ ＩＤ・パスワードは発行されています。

ＩＤ ： ＊＊＊＊＊

パスワード： ＊＊＊＊＊

利用者様任意のパスワードに変更することが出来ますので
変更の手続きをされる場合は

「1.パスワードの変更の方法」を

参照の上お手続きください。

＜注意＞

1. 変更されたパスワードについては、
利用者様自身にて「厳重に管理」頂きます様
お願い申し上げます。

パスワードの紛失等に関しては責任を負いかねます。



1. パスワードの変更

利用者様の登録情報が表示されます。

パスワードの変更を行う場合は『登録情報』を押してください。

利用者様自身で任意の
「パスワード」を入力し
「確認の為同じパスワードを入力してください」にも入力します。

英数混在で
半角6文字以上



確認画面が表示されます。
「この内容で登録」を押します。

変更が完了しました。
「ログイン画面へ」を押し新しいパスワードで
ログインしてください



2. 弁当の注文・取消方法

ユーザーIDとパスワードを入力し、
ログオンボタンを押してください。

下記画面がホーム画面となります。



注文を行う場合は『注文入力』をおしてください。

注文入力が不可の状態。

注文入力が出来る状態。

続いて注文をする食事区分を選択します。



※11/11日（金）日替リを注文入力する場合※
『日替リ弁当』の写真か下部のグリーン色のボタンを押します

『日替リ弁当』の写真か
下部のグリーン色のボタン
を押します

数量「1」を選択し
『この内容で注文する』ボタンを押します



『実行（yes）』ボタン
を押します

『ＯＫ』ボタンを押すと
画面が戻ります

注文入力が完了し
取消入力が出来る状態。

『実行（yes）』のボタンを押して注文を確定します



注文入力が不可の状態。

注文入力が出来る状態。

取消を行う場合は『注文入力』をおしてください。

続いて取消をする食事区分を選択します。



※11/11日（水）日替り弁当を取消する場合※
『日替り弁当』の写真か下部のオレンジ色のボタンを押します

『日替り弁当』の写真か
下部のオレンジ色のボタン
を押します

『注文取消』ボタンを押します



『実行（yes）』のボタンを押して取り消し確定します

『実行（yes）』ボタン
を押します

『ＯＫ』のボタンを押すと画面が戻ります

『ＯＫ』ボタンを押すと
画面が戻ります

取消が完了し
再注文入力が出来る状態。



３. 注文履歴の確認

注文の履歴を確認できます。

開始日付を変更する事も可能です。



４. 利用金額（請求書）の確認

利用金額（請求書）が確認できます。

ＰＤＦ形式で印刷する事も可能です。



ご利用の前に

以下のＵＲＬまたはＱＲコードにて注文サイトを
開いてください

利用者様 注文登録画面

ＵＲＬ

ＱＲコード

【2】WEB（スマートフォン版）操作マニュアル

利用企業様URLを表記ください

利用企業様QRコードを表記ください



ご利用の前に

あらかじめ ＩＤ・パスワードは発行されています。

ＩＤ ： ＊＊＊＊＊

パスワード： ＊＊＊＊＊

・

利用者様任意のパスワードに変更することが出来ますので
変更の手続きをされる場合は

「1.パスワードの変更の方法」（Ｐ１２~Ｐ１４）を

参照の上お手続きください。

＜注意＞

1. 変更されたパスワードについては、
利用者様自身にて「厳重に管理」頂きます様
お願い申し上げます。

パスワードの紛失等に関しては責任を負いかねます。

【2】WEB（スマートフォン版）操作マニュアル



1. パスワードの変更

パスワードの変更を行う場合は『登録情報』を押してください。



利用者様自身で任意の
「パスワード」を入力し
「確認の為同じパスワードを入力してください」にも入力します。

入力が完了したら「更新確認画面へ >>」を押してください

※パスワード変更時の注意

英数混在で半角6文字以上

利用者様の登録情報が表示されます。



更新画面が表示されます。
「ホーム画面へ >>」のボタンで戻ります

確認画面が表示されます。
「この内容で登録 >>」のボタンで更新されます



2. 食事の注文・取消方法

ユーザーIDとパスワードを入力し、
ログオンボタンを押してください。

下記画面がホーム画面となります。



注文入力を行う場合は『注文入力』をおしてください。

注文入力が不可の状態。注文入力が出来る状態。

続いて注文をする食事区分を選択します



※11/12日（木）日替り弁当を注文入力する場合※
『日替り弁当』の写真か下部のグリーン色のボタンを押します

『日替り弁当』の写真か
下部のグリーン色の
ボタンを押します

数量「1」を選択し
『注文する』ボタンを押します



『実行（yes）』のボタンを押して注文を確定します

注文入力が完了し
取消が出来る状態。

『実行（yes）』ボタン
を押します

※注意
スマートフォンの機種により上記確認ボタンは異なります



取消入力が不可の状態。取消入力が出来る状態。

続いて注文をする食事区分を選択します

取消入力を行う場合は『注文入力』をおしてください。



『日替り弁当』の写真か下部のオレンジ色のボタンを押します

『日替り弁当』の写真か
下部のオレンジ色のボタン
を押します

『注文取消』
ボタンを押します



『実行（yes）』のボタンを押して取り消し確定します

『実行（yes）』ボタン
を押します

取消入力が完了し
再注文入力が出来る状態。

※注意
スマートフォンの機種により上記確認ボタンは異なります



３. 注文履歴の確認

注文の履歴を確認できます。

開始日付を変更する事も可能です。



４. 利用金額（請求書）の確認

利用金額（請求書）が確認できます。



管理用画面

管理者専用IDとPWを入力しログオンします。

※管理者用IDでのみ利用できる画面となります。

基本操作初期画面が表示されます



管理者注文入力
管理者権限ID使用者のみ他の登録者の注文の代行入力が可能です。

①該当日を選択します。

②注文状況を選択します。

③検索実行を押すと注文状況
が表示されます。

④代行入力を行いたい登録者
の利用CDを選択します。

①

② ③

④



①該当日を選択します。

②商品名と注文数を選択します。

③注文登録を押します。
実行とOKでデータが更新されます。

①

②

③

注文入力・取消・修正が可能



注文明細一覧

①該当（期間）日を選択します。

②部門 所属部門を設定登録してお
くと部門別を選択可能です。

③受取先（届先）が複数ある場合は
ここで設定を切替ます。

④検索実行で注文明細一覧が表示さ
れます。PDF表示を押すとプレ
ビュー表示されます。必要であれば
印刷が可能です。

①

②

③

④

指定期間日の登録者の注文明細を一覧で表示し確認用として帳票印刷が可能となる機能です。



注文集計表

①該当（期間）日を選択します。

②集計区分を日別商品別または
商品別に区分を切替が可能

③検索実行で注文集計状況が表示
されます。

①
②

③

日別の商品別の合計を一覧で表示し確認用出来る機能です。



部門別注文集計表

①該当（期間）日を選択します。

②部門を設定登録している場合に
ここで切替設定をします。

③集計区分を日別商品別または
商品別に区分を切替が可能。

④検索実行で部門別注文集計状況
が表示されます。
必要であればPDF表示印刷が可
能です。

①

②

③
④

部門別での商品別の合計を一覧で表示し印刷確認用出来る機能です。



注文リスト
指定日の登録者の部門別注文明細を一覧で表示し確認用として帳票印刷が可能となる機能です。

① ②
③

①指定日を選択します。

②部門 所属部門を設定登録し
ておくと部門別を選択可能です。

③検索実行で注文明細一覧が表
示されます。PDF表示を押す
とプレビュー表示されます。
必要であれば印刷が可能です。



利用者別集計表
指定期間内の登録者の注文明細計を一覧で表示し確認用として帳票印刷が可能となる機能です。

①該当（期間）日を選択します。

②部門 所属部門を設定登録して
おくと部門別を選択可能です。

④検索実行で注文明細一覧が表示
されます。
PDF表示を押すとプレビュー表
示されます。
必要であれば印刷が可能です。

①
②

③


