ネットでの受付なら！

受

マン
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“受付マン”ってなに？？
受付マンとは、イベントや講座等の申し込みをネット上で受けつけるシステムです。
お花見パーテ
ィー！
あっという間
に桜の季節☆
今年もみんな
でお花見パー
ティー
楽しみましょう
！
申込み期限
・
参加費・・ ・・●月×日〜●月○日
・・・
参加人数と ￥○○○
提出してく 代表者の名前を書いて
ださい。

名前＿＿＿＿
メールアドレ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ス＿＿＿＿＿
参加者人数＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿
参加者名＿＿ ＿＿人
＿＿＿＿＿＿
＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿
＿＿＿＿
代表者携帯＿
＿−＿＿＿−
＿＿＿＿

毎回のイベント受付、名簿作成、本当に手間の掛かる作業ですよね。
そんな主催者様のために、
このプログラムを製作しました。

セキュリティも万全！
PHPプログラムとMySQL（データベース）を活用したプログラムで、
さらに、受付マンを使ってイベントの宣伝もすることができます。
(まちの情報コレクションという機能です。詳しくは6 ページをご覧ください。)

「 便利そうだけど、
ネット関連の事はどれも難しそうで私には無理かも・
・」

そんなことはありません！
！
受付マンなら、操作方法もとってもシンプルなので誰でも簡単にお使いいただけます。
地域活動やサークル、
クラブ活動など、応用力抜群です。
さらに、受付マンを使えば、EXCELの表作成も自動作成！
受付名簿の作成や宛名ラベルの作成などにご利用いただけます。

利用者の利便性向上と事務の簡素化
それを簡単に行えるのが「受付マン」
です！

受付マンには、２つのページがあります。
イベント申込者が情報を入力するページです。
このページのURLをご自身のホームページもしくは

①申込フォーム・・・ 宣伝サイトにリンクしていただくことができます。

②管理メニュー・・・イベント主催者が申込フォーム等の設定・管理することができるページです。

①

②

この２つのページを使って受付マンをご利用いただきます。
（次のページで申込フォーム、３ページ以降で管理メニューの説明をさせていただきます。
）

１

申込フォームの使い方

1 ご自身のホームページの申込画面の

２すると、受付マンの申込フォームへジャンプします。

リンクをクリックします。

まずは、
申込項目を選択します。

スウェーデン語講座
スウェーデンってどんな国？
IKEAにH＆M、VOLVOも実はスウェーデンからきていることをご存知でしょうか？
自然豊かで住みやすい国スウェーデン。北欧と聞くだけで、
ちょっとおしゃれなイメージ！
でもそのイメージの裏では、近年の移民問題や若者の職業難なども深刻な問題となってきています。
日本と遠く離れた国ですが、
このような社会問題の多くにどこか日本と通じるところが
あるのではないでしょうか？
この講座では、語学だけでなく、
スウェーデンってどんな国？どんな人たちが住んでいるの？
など、
スウェーデンという国、そこで起こっている事についても学べます。
この機会にぜひ、
スウェーデンのことを知ってみませんか？？
日時：２０１３年○月×日(月)
場所：×××会館 研修室
申し込みは

コチラ

クリック！

３下にスクロールし、各項目を入力します。

４確認画面で入力内容を再度確認し、

(※【必須】
と書かれた項目は何か入力しないと次のページへ進めません。)

これでよければ “ＯＫ” をクリックして完了です。
その後、入力したメールアドレスに、入力内容の
控えとして自動確認メールが送信されます。

すべて入力し終わったら、“次の画面へ進む” を
クリックします。

クリック！
クリック！

ホームページへのリンク設定方法
① ネットで申込フォーム画面を開きます。
② ページ上部にある、
申込フォームのアドレスを 右クリック→コピー します。
③ ご自身のホームページ、宣伝ページ、Facebookページなどお好きなページに
そのまま貼り付けるだけで完了です。
☆もしホームページでＨＴＭＬが使えるのなら・・・
<a href="○○(ここにアドレスを貼る)">こちら</a>(こちら以外全て半角で入力)
と入力すると、 こちら ←このように表示され、
ここをクリックするとすぐ
申込フォームへジャンプできます。

２

管理メニューの使い方
ここからは管理メニューについてです。
まずは全体を見てみましょう。

1. ログアウトの方法
①をクリックすればログアウトできます。
また、セキュリティ上一定時間 操作がなければ
自動的にログアウトされます。

①
②

2. 管理者の追加方法

③

受付マンでは管理者の追加が可能です。
③をクリックし、管理者名とパスワードを
入力するだけで簡単に登録できます。
削除は②の名前の横の削除ボタンをクリック
するだけで削除できます。

④

※全員削除するとログインできなくなるので
注意してください！

3. 検索画面

⑤

P ４ 参照。(④)

4. 申込フォームの設定方法
申込フォームの項目は、

・申込内容
・申込項目
・会員種別
・姓名
・フリガナ
・性別
・オプション項目
・メールアドレス
・TEL
・郵便番号
・住所
・備考欄

⑥
⑦
⑪
⑫

⑧⑨⑩

この12項目から成り立っています。(⑤)
詳しい設定方法についてはＰ５〜６参照。

５. 申込者一覧
ここには、現在受け付けている申込内容(ここでいうと
“一日語学講座”)の申込者が表示されています。(⑦)
過去に一度使ったことのある同じ申込内容名を使用すると、
その申込者情報もあわせて表示されますので、
申込内容の前に西暦をつけるなど、つねに違う申込内容名を
設定されることをお勧めします。
過去の申込者も合わせて全ての申込者を表示するには、
”こちら”(⑥)をクリックしてください。
また、
メールアドレスをクリックすれば、そのまま
メール送信画面へジャンプできます。
申込者情報の詳細を見たい時は⑧を、
申込者情報を変更したい時は⑨を、
申込者を削除したい場合は⑩をクリックしてください。
一覧表をcsvファイル(EXCELへの変更可)として取り出すこともできます(⑪)。
また、管理者自身で申込者を追加したいときは、⑫を
クリックし、各項目を入力すると追加することができます。

３

検索画面
検索画面と名簿作成（P3 の④にあたる部分）の使い方をご説明します。
まずは申込者の検索方法です。

1 ▼検索画面の“リスト1または2を作成”を
クリックすると、
このような画面が出てくる
ので、検索したいワードを入力し“検索する”
をクリックします。
リストの並べ方を任意で変更することもで
きます。

クリック！

２検索画面１では、①の項目が、検索画面２では、
②の項目がそれぞれ表示されます。
csvファイル(EXCELへの変更可)として取り出すこと
もできます（下記参照）
。
②

①

・姓名、
フリガナ
・性別
・申込内容
・申込項目
・オプション1、2、3
･メールアドレス
・備考
・管理者メモ

・登録日時

・姓名、
フリガナ
・性別
・申込内容
・メールアドレス
・TEL
・郵便番号
・住所
・管理者メモ

csvファイルの利用

ここをクリックすると一覧表のダウンロードが行えます。
※ファイル名は「group̲data.csv」
となっています。

メニューバーの「ファイル」
をクリックし、
「名前をつけて保存」
をクリックします。

「ファイルの種類」
で「EXCEL」
を選択し、
「保存」
をクリックします。

４

申込フォームの設定方法
ここでは、申込フォームの設定方法（P3 の⑤にあたる部分）をご説明します。
まず、申込フォームの中で一番重要なのが申込内容です。
ここでのポイントは、
①参加者からの申込みを停止したい場合は、申込内容を空欄にする。
(申込み停止・終了時には必ずご自身の宣伝ページからリンクを消していただきますようお願いいたします。)

②申込内容には「2013．06．17 英語講座」のように日付をいれるか、同じ内容名を使用しないようにする。
まちの情報コレクションへの登録ができる。(詳しくはP６参照。)
③申込内容の編集完了の際、
この３点です。(申込項目名と混同されないようご注意ください！)
特に②についてですが、
もし同一の名前を再使用された場合、検索の際に過去の申込者と現在の申込者全てが表示されま
すので、
タイトルの前に日付か、
もしくは同一のタイトルを避けてご利用ください。
では、早速、
申込内容の使い方についてご説明します。

1 申込内容名の横にある“変更”をクリック

２確認画面が表示されますので、これでよければ
“OK”を押してください。

します。すると、
このような画面が出てくる
ので、申込内容名を入力し“変更する”を
クリックします。(申込停止はここを空欄にします。)

クリック！
クリック！

３これで完了です。さらに“はい”をクリック

４ここまでの作業は、申込項目や会員種別、サンクス
画面のテキスト編集等でも同じような手順です。

すると、
まちの情報コレクションへの登録
画面へと切り替わります。(P６をご覧ください。)

５

次に、申込フォームのその他詳細設定についてです。
その他詳細設定をクリックした後の状態が左図です。
ここでは各項目の表示・非表示などを選択できます。
これらの用語を選択すると、

●単一選択式・・・申込者は一項目のみ選択できます。
●複数選択式・・・申込者は複数の項目を選択できます。
●必須
・
・・この項目を申込者が入力しないと、
申し込みを完了することができません。

●任意

・
・・この項目は申込者が入力しなくても、
申し込みを完了することができます。

●非表示

・
・・申込みフォームに表示されません。

このどれかを一番右でそれぞれ選択していただきます。
一番上の申込項目ですが、
これは申込内容と違い複数追加が
可能でうので、単一選択式・複数選択式のどちらかをお選び
いただけます。時間分けのイベントなど、
自由にお使いください。
また、
オプション項目１・２・３と備考欄については、最下部で
内容を編集できます。
ここでそのイベントに合わせた各々の
オプション項目を作成していただけます。変更方法は今までと
同じやり方ですので、P 5などを参考にして変更してください。

まちの情報コレクションについて
まちの情報コレクションとは、イベント、講座、研修会など、
現在どこでどのようなものの受付をしているか一覧できるページです。
ここでは 都道府県、市内ごとの検索も可能です。
どんどん各地のイベント情報を掲載し、たくさんの方に利用して
いただけるようなサイト作りを目指しています。
受付マンをご利用いただいている皆様には、
申込内容名変更の際に
“はい”をクリックしていただくだけで、
このまちの情報コレクションへの
掲載登録画面へとジャンプし、簡単に自分たちのイベントを紹介＆掲載
できる仕組みになっております。
登録方法は、画面案内通りに情報を入力していただくだけでとっても
簡単です！(入力項目は右下図参照。)
リンクページアドレスというところには、
ご自身のホームページアドレス
などを貼り付けていただくと、訪問者数ＵＰにもつながり一石二鳥！
イベントの宣伝だけでなく、
自分たちの団体の活動をより多くの人たち
に知ってもらうチャンスです。
もちろん情報を掲載するのは無料です！
まちの情報コレクションもぜひ利用してみてくださいね！

６

Ｑ，パソコン関係はさっぱりの私でも大丈夫かしら？
Ａ．受付マンは文字の入力さえできれば使える、簡単なプログラムです！誰でもはじめは
初心者です。デモプログラム(無料)もございますので、ぜひお試しください。
もし何か問題が起こっても、我々がサポートしますのでご安心ください！

Ｑ，期限が迫っていて申し込みしてからすぐ使いたいんだけど・・・
Ａ．受付マンは申込みから約３営業日でご利用いただけます！
期限が迫っている時こそ、24時間受付可能な受付マンをぜひご利用くださいね。

Ｑ，申込者があった場合パソコンがなくても知れる方法ってある？
Ａ．申込者が申込み確認画面のＯＫボタンを押すと、
申込者だけでなく管理者の
メールアドレスにも確認内容が自動送信されるので、いちいちパソコンを
開かなくても携帯電話やスマホですぐ確認できます！

Ｑ，
こういうシステムの使用料金って高いんじゃないの？
Ａ．受付マンは初期費用として、
8,000円+消費税（初年のみ・システム利用料含）、
翌年度からは、
システム利用料として年間5,000円+消費税のみです！
もちろんどれだけフォーム内容を変更していただいても追加料金の必要はありません。
つまり、(消費税率５％とすると)初年度は月額700円、翌年度からは月額およそ440円で
利用していただけます！ この料金の安さも受付マンの魅力の一つです。
お問い合わせは下記まで！

株式会社 ウェルズネット
株式会社ウェルズネットは、地域コミュニティで
住所
がんばる皆さんを応援する会社です。
ＩＴ事業のみならず、デザイン・印刷事業、翻訳事業、
ＴＥＬ
ホームページ制作なども行っております。

：〒520-3026
滋賀県栗東市下鈎1195-23
：070-5500-7075
Ｅメール
：info@welsnet.jp
ホームページ：http://welsnet.jp/

