
宿守の特徴 
宿守こだわりの操作性 

世界中のどこからでもアクセス 

豊富な連携機能 

『宿守』は「宿目線」の 

「ホテル・旅館次世代型フロントシステム」です！ 

現役ホテルフロントマン、事務

所の皆様より継続的なヒアリン

グを実施。徹底した「現場主

義」で、使い勝手にこだわって

います。 

インターネットの接続環境があ

れば、PC・タブレットなどから

システムの利用が可能です。職

場から離れたところからホテル

の状況を確認できます。 

[らく通・ねっぱん！等の予約サ

イトコントローラーとの連携]や

[CTIとの連動]で<業務効率化>や

<顧客サービスの向上>を図るこ

とができます。 

(要オプション契約) 

リーズナブルな料金体系 

充実した統計資料 

宿守は成長し続けます 

最もシンプルな利用契約で価格

は*¥26,000/月(税別)～部屋数・

利用者数に応じた価格体系で企

業の規模を問わずに利用可能で

す。 

 
*初期費用別途・詳細はお問い合わせ下さい。 

現場の皆様に必要な資料・経営

者様に必要な各種統計資料が充

実。「こんな資料があったらい

いな」とお考えの方は、宿守の

導入をご検討下さい。 

我々はお客様からの声を真摯

に受け止めてシステムの改

善・拡張を行って参ります。

様々な機能追加を計画してい

ますので、今後の宿守にご注

目下さい！ 

  宿守 

   クラウドサーバー 

インターネット 

クラウド上のサービス

を使うので、利用費を

お支払いいただくだけ

でサーバー管理など不

要！ 

サイトコントローラー ネットエージェント 

電話予約 

フロント業務 

自社サイト 



ルームインジケーター 

機能紹介 

客室ステータスを一目で把握！ 

客室の移動、部屋未

割当の予約後はクリッ

クを押しながら移動するだけで可能です。 

右クリックを行うことで、部屋のステータス

を変更することが容易に可能です。 

黄色…予約状態 

 

 
青色…チェックイン状態 

 
 
桃色…チェックアウト状態 

 
 
緑色…Web用在庫確保状態 

部屋名 

宿泊者名 

[何日目/何泊]男/女/子A/B/C/D/E 

(部屋タイプ)@料金  部屋状態 

ルームインジケーターの見方 ルームインジケーターの操作 



予約機能 

予約へのアプローチの豊富さ！ 
宿守では豊富な予約アプローチが可能です。 

アイコン説明の横にある予約

追加、または空いている客室

の枠内にある予約の計二つか

ら予約画面に移行することが

できます。 

空いている部屋、日にちを確

認しクリック。また、連泊の

予約の場合は、ドラッグ選択

で指定された期間の宿泊予約

が可能です。 

プラン名の横にある予約か

ら予約画面へ移行します。

「予約」横のプランの内容

が既に入力されている状態

での入力となりますので、

プラン確認の手間が省けま

す。 

ルームインジケーターから 空室一覧から 料金表から 

予約入力画面 

ここがすごい！同室予約機能 

予約の際、お客様から「同じ部屋に泊まるんだけど、一人遅れて到着するので、夕食を一人

だけなしでお願いできますか？」「同室でプラン違いってできますか？」などの内容も。 

宿守では予約入力時に、プラン違いを設定することができます！ 

お客様から同室でプラン

違いをご所望されたら… 

食事を別種類にすることも、

容易にできます！ 

操作もダブルクリックす

るだけの簡単操作で、同

室でもう一つプランの追

加が可能な状態に！ 



 部屋割表 

Excelで部屋割表が出力されます。 

お客様のご希望のレイアウトをお作りします！ 

※(内容により別途費用が発生する場合があります) 

部屋割表例 

予約一覧 

予約一覧から指定された宿泊者の宿泊カードを印刷することが可能です。 

お客様には確認とサインを書いていただくだけでチェックインができ、素早い対応が可能に！ 

予約入力画面でお客様の部屋の割り当て、人数、備

考、配膳する料理と出力される内容は豊富です。 

また、予約画面の手配事項やPickupに記載した部分も

出力されます。 



精算処理 

例えば、宿泊費は会社に、飲み物代やアメニティ等を個人に請求したいなど… 

宿守では、請求項目毎に請求先を分けることが可能です！宛名も自由に設定可能です。 

請求を分割可能！ 

統計 

売上日報、月報、過去支払い明細一覧、配膳帳票、入湯税報告書、ルーム別明細一覧表が使用

可能です。また、Proバージョンでは上記に加え、予約入込状況分析票、販売業者別売上予実

績、期間指定予実績対比表、日別予約状況分析票など多くの分析が可能となります。 

配膳帳票 

10日間の必要な料理を出力。 

売上明細の他に、施設別稼働数、入金明

細、客種別人員等詳細なデータを表示。 



マスター保守 
マスター保守では、プランの作成や、御膳、商品、宿泊区分等の設定を行うことができます。

様々なプラン設定の作成が可能です。 

宿泊プランの登録 商品の登録 

御膳（メニュー）の登録 

過去支払明細一覧表では、指定された科目

期間の支払い明細を表示。 

ルーム別明細一覧表では、指定した日の部

屋別利用明細を表示。 

Web在庫の設定（ネット予約向けに残しておく

部屋と期間の設定を行うことができます。） 



楽天トラベル、じゃらん等のネットエージェントや、JTBや近畿日本ツーリスト等のリアル
エージェント、また、自社サイトからの予約データ、ねっぱん！等サイトコントローラーから
情報を受け取ることができます。 

対応済みサイトコントローラー 

宿守 

 Pro版の機能 

更に使える！便利な機能のご紹介 

連携（Pro版+オプション） 

対応済みサイトコントローラー

が対応するエージェント様 

全室チェックアウト 
全室一括でのチェックアウトが可
能です。(連泊のお客様はチェックアウト
対象外となります) 

販売業者別売上予実績 

Pickup 
予約入力画面に
あるPick up欄に書かれ
た内容をルームインジケー
ター画面でまとめて閲覧す
ることが可能です。 

指定日付を基準に先1ヶ月(直近)の予約状況
(宿泊人数/稼働率)を確認することが可能で
す。販売業者別(エージェント)別の予約金
額を集計することで、稼働率アップに向け
て対策すべき販売業者の把握や動向を見極
めるための材料としてご利用頂けます。 

 

予約入込状況分析表 
指定された月の予約状況を過去５ヶ月間に遡って日別

に集計表示します。前年・前々年との日別比較表示に

より予約が増え始める時期、タイミングを過去の実績

を見ながら予測することが可能です。 

もちろん、特定のエージェントのみの指定集計も可能

です。 

清掃管理 
清掃員向けの機能
となります。チェックア
ウト後、清掃が完了した場合に完了ボ
タンを押すことで、ルームインジケーターに清
掃完了のステータスが表示されます。(清掃完
了ボタンのみ押下可能の清掃スタッフ専用ID作

成が可能です)また、清掃メモは、
清掃する際の注意事項を確認するこ
とができます。 

自社サイト 
etc... 



 機能一覧表 

予約業務 

統計資料 

フロント業務 

機能名 備考 標準版 Pro版 オプション 

ルームインジケーター   ○ ○   

予約入力   ○ ○   

料金表   ○ ○   

予約一覧   ○ ○   

空室一覧   ○ ○   

pick up   ○ ○   

部屋割表   ○ ○   

部屋割表（独自設定）/指示書 別途お見積りで部屋割表を独自

に設定 
     ○ 

予約検索   ○ ○   

サイトコントローラー連動 らく通,ねっぱん！,手間いらず

他サイトコントローラーへも対

応予定あり(お問い合わせ下さ

い) 

    (Pro版のみ) 

CTI連動       (Pro版のみ) 

チェックイン処理   ○ ○   

宿泊カード印刷   ○ ○   

追加伝票入力   ○ ○   

領収書   ○ ○   

領収書（独自仕様） 別途お見積りで独自の領収書を

設定 
    ○  

領収書分割   ○ ○   

領収書宛名変更   ○ ○   

チェックアウト処理   ○ ○   

全室アウト     ○   

清掃メモ     ○   

清掃ステータス設定     ○   

売上日報   ○ ○   

売上月報   ○ ○   

過去支払明細表   ○ ○   

配膳帳票   ○ ○   

予約入込情報分析表     ○   

入湯税報告書   ○ ○   

ルーム別明細一覧表   ○ ○   

販売業者別売上予実績表     ○   

期間指定予実績対比表     ○   

日別予約状況分析表     ○   

地区別宿泊統計  ○ ○  

取引実績  ○ ○  

pickup一覧表示   ○ ○  



料金体系 

初期費用については、各オプションの有無や既存システムからのデータ移行有無

により異なります。また、月額利用料に関しましても、部屋数やご利用になられ

る接続ユーザー数により異なりますので、まずは見積依頼など、お気軽にお問い

合わせくださいませ。 

初期費用（１０万円～） 

動作環境 

必須：Microsoft Office Excel2007以

降のバージョン 

推奨：Microsoft Office Excel2010以

降のバージョン 

ソフト 

ブラウザ 

推奨：Google Chrome 

お申込み 

宿守お申し込みに関してのご相談、ご質問等お問い合わせに関しましては、下記

電話番号、eメール、又は宿守公式ホームページからお気軽にお問合せ下さい。 

0166-74-7640 

support@yadomori.com 

http://www.yadomori.com 公式ホームページ： 

で宿守をご利用いただけます！ 

最短一日 
お申込みに関しましては、インターネットに接続可能なパソコンがありました

ら、 

メールアドレス： 

電話番号： 

〒070-8072   

北海道旭川市台場２条３丁目２番１号 台場２－３ハイツ３階  

TEL： 0166-74-7640  FAX：0166-74-7641 

URL： http://www.as-tecs.co.jp 

エイエステック株式会社 

・インターネットに接続されたパソコン 

月額運用費（２万６千円～） 

お問い合わせ 


