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かんたん操作まとめ

モバイルスタンプカード モスタ

本資料は、mostaで実際にスタンプカードを利用するために最低限必要な設定についてまとめた簡易版資料です。
・ためる
・つかう
・PUSH機能
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はじめに

ベーシックプラン （スマートフォン）スペシャルプラン （スタンプ）

➊お客様にmostaをダウンロードしてもらいます。

➋ 『お店を追加→店舗一覧』から、店舗ページを表示してもらいます。

➌画面下部の「ためる」を押してもらいます。

➊お客様にmostaをダウンロードしてもらいます。

➋アプリトップ画面を掲示してもらいます。

お客様にお願いすること プランによって操作が異なります。

③アプリトップ画面下部▼②アプリトップ画面▼

▼店舗一覧

Hair Salon ONE'S



4

お
客
様

お
店

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

スタンプを紛失・破損した場合で
もQRコードで対応可能です。

操作方法は６ページにて

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！

ポイントを「ためる」 スペシャルプラン（スタンプ）

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
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お
客
様

お
店

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！

スタンプを紛失・破損した場合で
もQRコードで対応可能です。操

作方法は次のページ

ポイントを「つかう」 スペシャルプラン（スタンプ）
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ポイントが付与さ
れたことを確認

お
客
様

お
店

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

ポイントを「ためる」 ベーシックプラン（スマホ）

16
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お
客
様

お
店

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

ポイントを「つかう」 ベーシックプラン（スマホ）

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
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管理画面にログイン

「管理者アカウント」でログイン

します。

※スタッフアカウントでも、事前にWEB管理

画面で権限を与えると、PUSH機能が使え

るようになります。

PUSH機能の使い方

有料機能＞繁盛店プラン 有料機能＞繁盛店プラン

「繁盛店プラン」を押します。 各通知機能ボタンを押します。

※グレーになっていて押せない場合は「購

入」ボタンから「繁盛店プラン」を購入してく

ださい。
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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。

下記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。

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

PUSH機能通知回数制限

PUSH機能について

①

②

③
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各画面説明▶ 繁盛店プラン 一斉通知

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、購入日が起点となりカウントが行われます。
例：購入した日が月曜日なら、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
⑤

★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

④
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各画面説明▶ 繁盛店プラン 再来店通知

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、購入日が起点となりカウントが行われます。

例：購入した日が月曜日なら、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。

②

③

④

⑤

⑥

①

★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
「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」
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各画面説明▶ 繁盛店プラン お得意様通知

お得意様画面について
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、購入日が起点となりカウントが行われます。
例：購入した日が10日なら、10日起点として、1カ月間に4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。

②

③

④

⑤

⑥

①

★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！」
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店頭用POPについて

ベーシックプラン （スマートフォン） スペシャルプラン （スタンプ）

店舗ページにすぐアクセスできるQRコードを掲載。

「店舗一覧」から探さす必要がないため、お客様の手間を減ら

すことができます。

アプリダウンロードを促すポップです。

裏面は、お客様向けのかんたんなスタンプの使い方が掲載され

ています。

mosta の設定完了後、運営本部から1部お送りしています。レジ横などに設置してご活用ください。


