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モバイルウェブ ユーザーガイド

店舗登録・検索機能編



本書では、モバイルウェブのデータベースの基本的な使い方を説明しています。

※使用するソフトウェアやお客さまのご利用状況に応じて、必要な設定内容が異なることがあります。

本書の他に以下のマニュアルもご用意しています。お客さまのご利用状況に合わせて、必要なマニュアルをご覧ください。

特に注意の必要な内容や、禁止事項を示します。

操作のポイントになる重要な内容や、補足事項を示します。

「モバイルウェブ ユーザーガイド 店舗登録・検索機能編」のご利用にあたり、以下をご留意ください。

１．本書の内容について

２．本書の記述について

本書をご利用いただく前に

各種マニュアルはモバイルウェブ管理画面よりログインし、画面右上の「ヘルプ」＞「マニュアル」からからダウンロードできます。

また、「ヘルプ」＞「よくある質問」もあわせてご利用下さい。

■モバイルウェブ管理画面
https://admin.moweb.jp/BeUI/logon.html

マニュアル名 概要

セットアップガイド モバイルウェブで携帯版ホームページを立ち上げるまでの基本的な使い方
を説明したものです。

本書以外のユーザーガイド モバイルウェブの機能毎の設定手順を説明したマニュアルです。



推奨環境

※IGoogle Chrome, Safari については最新バージョンが対象となります。

≪Internet Explorer 10,11 Google Chrome, Safari の未対応機能≫

≪Internet Explorer（ブラウザ）の設定≫
下記設定を推奨しています。メニューバーより「ツール」→「インターネットオプション」を選択し、内容をご確認ください。

■推奨環境

※例 Internet Explorer9.0の場合

・ブラウザの「戻る」ボタン利用不可
設定が反映されない場合がありますので、ブラウザではなく、モバイルウェブ管理画面にある”戻る”ボタンで

戻る操作をおこなっていただくようご注意ください。

・通信状態が不安定な場合のエラー改善方法
別紙「セットアップガイド」で解説している「PCの設定確認」をおこなってください。設定を変更、もしくは、

設定が既にされている場合は、ログアウトした上で、再度ログインしてください。
※通信回線が不安定などの原因で管理画面にエラーが表示された場合には、ログアウトで正常に

終了（ポップアップしている画面も全て終了）した上で再度ログインしてください。

・多重ログイン時の注意
多重ログイン中に、誰かがログアウトしてしまうと、同時にログインしている全ての方がログアウトされて

しまいますのでご注意ください。

・ログインロック（不正ログイン対策）
ログインIDとパスワードを3回間違えるとロックがかかり、ログイン出来なくなります。

解除には、管理者宛てに来たメール本文中の解除用URLをクリックします。
（初期値は管理者アドレスです。[パスワード変更タブ]から個別に変更可能です。）

■注意事項

項目設定 設定内容

<プライバシー>

詳細設定 Cookie

自動Cookie処理を上書きする
常にセッションCookieを許可する

※「ファーストパーティのCookie」
「サードパーティのCookie」で
『受け入れる』 が選択されていること

チェックをする

<セキュリティ>

セキュリティレベル 『中』以下

レベルのカスタマイズ

スクリプト アクティブ スクリプト 『有効にする』

その他 暗号化されていないフォームデータの送信 『有効にする』

ダウンロード ファイルのダウンロード 『有効にする』

<詳細設定>

設定
セキュリティ SSL3.0を使用する チェックをする

マルチメディア 画像を表示する チェックをする

Windows

OS Vista / 7 / 8 / 10

ブラウザ
Internet Explorer 9,10,11

Google Chrome 

Mac

OS MacOS X 10.7以降

ブラウザ
Safari  

Google Chrome 

 メインカテゴリ　  サブカテゴリ

 携帯サイト  携帯サイト構築（ショッピングカート）/Flash作成

 データ  アンケート（旧フォーム機能）

 チームワーク 承認機能付メールの一部(作成者アカウントページ設定)
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第1章 店舗登録・検索機能の概要

1.1 店舗登録・検索機能の概要

複数の店舗や拠点をお持ちのお客さまが店舗の名称や住所などの基本情報のほか、各種情報をテンプレート
に沿って登録することで店舗情報ページが作成できます。

また、GPS/カテゴリ/フリーワードによる検索ページを設定できます。

店舗詳細ページでは登録された緯度・経度情報をもとにルート案内へ遷移させることができます。

1－1

位置情報で検索した場合 カテゴリで検索した場合

※上記はスマートフォンでの画面例です。また、地図アプリの呼び出しやルート検索はスマートフォンでのみご利用になれ
ます。



◆第2章 店舗登録・検索設定◆



2.1 共通設定

1

2

画面上部でクーポン＞共通設定①をクリックします。

共通設定画面が表示されます。
・各種ページURL②
店舗検索ページのURLを確認できます。編集はでき
ません。

・リンク設定③
店舗情報/店舗検索ページの下部に表示されるリンク
名とリンク先URLを設定します。
-トップページリンクURL・・・携帯サイトのトップページ
へのリンクURLが入力されています。必要に応じて変
更します。
-トップページリンクテキスト・・・携帯サイトのトップ

ページへのリンクに表示されるテキストが入力されて
います。必要に応じて変更します。

・テーマ④
店舗ページの背景色や文字色を11種類のパターン

から選びます。

上記を設定したら画面下部の「設定」ボタン⑤をクリッ
クします。

1
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2－1

店舗情報ページや検索ページの背景色や文字色などを設定します。
これらの下部に表示されるリンクのURLについてもこの画面で設定します。

：
省略

：

4

2

3

5

クーポン一覧、利用履歴、来店スタンプ、ポイント
詳細URLを使用するにはクーポン機能・ポイント

管理機能（有料オプション）を別途契約する必要
があります。

会員登録リンクURL、会員登録リンクテキスト欄、

ソーシャル連携設定を使用するためにはクーポ
ン機能を別途契約する必要があります。

共通設定は「クーポン機能・ポイント管理機能」
（別オプション）と共通の設定となります。



2.2 店舗設定

1

2

画面上部でクーポン＞店舗設定①をクリックします。

店舗一覧画面が表示されますので 「店舗作成」ボタ
ン②をクリックします。
店舗情報編集画面が表示されます。
店舗基本情報③を設定します。

・店舗詳細情報⑦
必要に応じて店舗の詳細情報を入力します。

店舗基本情報、店舗詳細情報を入力するとプレ
ビュー⑧が表示されます。入力がない項目はプレ
ビューに表示されません。

1

2

3

店舗毎に各種情報を登録します。
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2－2

店舗基本情報は「クーポン機能・ポイント管理機
能」（別オプション）と共通の設定となります。

店舗名【必須】 店舗の名称を入力します。

郵便番号 店舗所在地の郵便番号をハイフン
なしの７桁で入力します。

住所 店舗の住所を入力します。

緯度経度検索 住所入力後クリックすると住所から
緯度・経度を設定できます。

緯度・経度 店舗の緯度・経度を入力します。
GPSによる消し込みを行う場合は
入力必須です。設定は実数部3桁、
小数点以下8桁以内となります。

地図から緯度経
度を入力

クリックすると別ウィンドウで地図画
面が表示されます④。地図をドラッ
グし店舗の場所を表示させ、クリッ
クします。なお、「地図から緯度経
度を入力」を使用する際はセキュリ
ティの警告画面⑤が表示されます
ので、「いいえ」⑥をクリックしてくだ
さい。

交通手段 店舗へのアクセスを入力します。

お店からのお知
らせ

お店からお客さまにお知らせしたいメッセ
ージを入力します。

電話番号 店舗の電話番号を入力します。

営業時間 店舗の営業時間を入力します。

定休日 店舗の定休日を入力します。

店舗オープン日 店舗がオープンした日を入力します。

携帯電話の電
波状況

店舗での携帯電話の電波状況を入力し
ます。

駐車場の有無 駐車上の有無を入力します。

7

8

4

5

6



2.2 店舗設定

2続

3

4

5

クーポン消しこみ情報を設定します。①

設定したら「設定」②をクリックします。

「戻る」③をクリックした場合、設定は保存されず
「店舗一覧」画面に戻ります。

確認のメッセージが表示されるので、「OK」④をク
リックしてください。

完了メッセージが表示されます。
「一覧へ戻る」⑤をクリックします。

設定した店舗の情報が店舗一覧画面⑥に表示さ
れます。

2－3

5

4

2
3
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名称 店舗の名称です。

住所 店舗の住所です。

消し込み GPS検索の表示/非表示設定を表示します。

距離（km） 消し込み設定でGPSの使用が設定されている
場合、消し込みが有効になる店舗からの距離
を表示します。

作成日 店舗情報を登録した年月日です。

更新日 店舗情報を最後に更新した年月日です。

操作 店舗情報を編集または削除します。

6

・GPS消し込みで「対象店舗にする」を選択する
場合、以下の点に注意してください。
-地下の店舗では使用できません。
-GPSの精度によっては、エンドユーザの位置情

報が正確に認識されず、店舗の近くでも表示され
ない場合があります。
-GPS機能が無い端末や、GPS機能がオフになっ
ている端末では使用できません。
- 「緯度・経度」、「判定距離」の設定が必須となり
ます。
-GPS判定距離で設定した判定距離が小さいと、
正しく位置情報を取得できない場合があります。

GPS消しこみ GPS消しこみを行う場合はプルダウン
から「対象店舗にする」を選択します。

GPS判定距離 消し込み方法で「GPS」を選択した場
合、店舗から何kmの範囲内で消し込
みを有効にするかを入力します。GPS
による消し込みを行う場合は、入力必
須です。

QRコード消しこ
み用セキュリテ
ィコード

店舗スタッフの携帯端末でお客さまの
クーポンページのQRコードを読み取り、

クーポンを消しこむことができます。数
字でセキュリティコードを設定します。

1



第2章 店舗登録・検索設定

2.3 カテゴリ設定

管理画面上部で「クーポン」＞「店舗設定」①をク
リックし、店舗一覧画面を表示します。
「カテゴリ編集」ボタン②をクリックします。

カテゴリ編集画面が表示されます。

カテゴリは「表示する店舗」配下に追加されます。
最初にカテゴリを追加するには「表示する店舗」を
クリックし、「カテゴリ追加」ボタン⑦をクリックします。
「新規カテゴリ追加」画面が表示されます。

「追加」ボタン⑩をクリックします。

1

2

3

1

2

カテゴリ追加
③

カテゴリを追加します。

カテゴリ更新
④

カテゴリを更新します。

カテゴリ削除
⑤

カテゴリを削除します。

表示する店舗
/表示しない
店舗⑥

店舗を表示しない場合は、表示しない店
舗に移動するか、チェックボックスのチェ
ックを外します。カテゴリ自体のチェック
ボックスを外した場合も表示されなくなり
ます。

3 4 5

6

カテゴリ名称
⑧

カテゴリの名称を追加します。

カテゴリ番号
⑨

カテゴリの番号が自動で入力されます。
変更もできます。

カテゴリは「表示する店舗」配下にのみ作成
できます。

7

8

9

2－4

10

カテゴリ編集での表示・非表示はカテゴリ検
索にのみ影響します。カテゴリ設定で非表示
になっていても位置情報およびフリーワード
での検索では非表示となりません。

位置情報での検索にて非表示とするには店
舗設定の消し込み方法を「ボタン操作のみ」
に設定します。



2.3 カテゴリ設定

カテゴリが追加されました。①
作成したカテゴリに店舗を入れるには、店舗名をド
ラッグ＆ドロップします。
カテゴリの構成が完了したら、「設定」ボタン②をク
リックします。

カテゴリ名称の変更など、カテゴリを変更したい場
合は、対象のカテゴリを選択し「カテゴリ更新」③を
クリックします。
「カテゴリ情報編集」画面が表示されます。
カテゴリ名称④とカテゴリ番号⑤が編集できます。
「更新」ボタン⑥をクリックします。

変更を反映するには「設定」ボタン⑦をクリックしま
す。

カテゴリを削除するには削除したいカテゴリを選択
し、「カテゴリ削除」ボタン⑧をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリック
します。⑨
削除を反映するには「設定」ボタン⑩をクリックしま
す。

3続

4

5

1

2

8

カテゴリは4階層まで設定できます。

削除したカテゴリは、復元できません。削除
したカテゴリ配下にある店舗は、「表示しな
い店舗」に移動します 。

4

5

6

9
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2－5

設定ボタンをクリックしないと、設定が反映さ
れません。

設定ボタンをクリックしないと、設定が反映さ
れません。

3

7

10

設定ボタンをクリックしないと、設定が反映さ
れません。



●本書の一部または全部をNTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社の許可なく複製することを禁じます。
●本書の内容は予告なく変更することがあります。
●本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、これらの製品についてなんら保証もしくは推奨するものではありません。
●OCNは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
●製品名などの固有名詞は、各メーカの登録商標または商標です。


