
システム概要　/2022.05.現在



〇テーブル時間管理
時間制営業に欠かせない各テーブルの時間をアラームでお知らせします。
指名種別や指名の有無を色分け表示し指名キャスト名や会計金額延長時の金額も自動計算します。
女子キャストの付回しにもとても便利です！

〇キャスト給与管理
キャバクラ特有のオーダーバックやポイント計算を全自動で集計しその場でレシート発行します。
出退勤時間管理や時給計算、成績ランキング、女子キャスト別売上などキャバクラ営業に欠かせない
女子成績データをワンタッチで自動集計し出力します！
送迎代やヘアメイク代など控除項目もキャストに合わせて集計します。

〇会計管理
つり銭から、仕入れなどの出金、日払いなど、現金の出し入れを出納帳で出力し、売上、客数
客単価などの日報や月報の出力、日払い出金やオーダー別売上一覧など、簡単に出力できます。
クレジットカードや電子マネーの売上集計やお客様の売掛金も管理します。
閉店閉め処理も現金を数えるだけでワンタッチ！毎日の営業での現金を滞りなく管理します。

〇オーダー管理
オーダーレシート発行機能により、オーダーを伝票に付け忘れる事が100％なくなります。
発行したオーダーレシートでオーダーの受付をする事により、確実に会計伝票へ反映します。
また、オーダー別の出庫数や売上を集計し、在庫管理機能と連動します。
集計表では構成比やランキングを表示し人気メニューなども確認できます。 
キッチンにレシートプリンターを設置し、オーダー入力と同時にキッチンにてオーダーレシートを
発行すればオーダーがある度に、厨房へ出向く手間もなくとても便利です！
タブレットPCをオーダー端末として連動させ運用できます。

〇顧客管理
顧客の住所や年齢、電話番号、指名キャストやボトルなど顧客データを管理できます。
Pointなどメンバーズカードを発行すれば顧客データの呼び出しもスムーズにでき
テーブル稼働画面に顧客の氏名を表示します。
請求書やＤＭ発行の為の住所録印刷やメール配信も可能で、誕生日検索や、売上や来店
履歴も自動で記録します。また、水商売特有の『ツケ』などの売掛金管理も出来ます。

〇売上報告メール配信
出勤数、トータル売上、滞在中売上、客数、客単価を指定したアドレス、指定した時間に
全自動でメール配信します。レジ締め処理後に日報を配信する事もできます。
また、キャストのポイントやバックなども、それぞれのキャストに一斉メール配信する事も可能です。
チェーン店向けに各店舗の営業状況をスマホで確認する事も出来ます。（オプション）

〇レジ内現金、入出金管理機能
つり銭から、仕入れなどの出金日払いなど、現金の出し入れを出納帳で出力し、売上、客数
客単価などの日報や月報の出力日払い出金やオーダー別売上一覧など、簡単に出力できます。
クレジットカード売上の集計やお客様の未払い金も管理します。
閉店閉め処理も現金を数えるだけでワンタッチ！毎日の営業での現金を滞りなく管理します。
経費などの入出金は、経理処理に合わせた勘定科目を設定する事で、CSV出力したデータを
会計ソフトへインポートする事も出来ます。



〇売上実績・キャストランク集計
自店の経営状況に問題があるのか？ないのか？なかなか見えにくい部分を数値により集計します。
付回し情報に必要な、女子キャストのランキング集計や、フリー客数や場内指名客数、比率など
自店の実態をデータ集計し、業務改善に貢献します！
キャスト出勤に合わせた日々の個人の売上を一覧で表示し、キャスト出勤と売上の関係を
把握する事が出来ます。

〇在庫管理機能
在庫管理機能によりボトルなどの在庫を常に把握する事ができ、不良在庫の把握や
仕入れを忘れる事もなくなり、重複仕入れなど無駄な仕入れも無くします。
ワインやシャンパンなど高額ボトルの在庫も把握でき、ボトルの貸し借りや紛失なども防ぎます。
高額ボトルの不正横流し発覚にも役立ちます。

〇不正処理防止機能
来店取消、精算取消、伝票取消、自動化金の停止、来店時間の変更など
通常営業で行わない不正処理に繋がる処理の履歴を取り、売上の不正着服を防ぎます。
金券や割引券なども、使用枚数をカウント集計します。
また、精算などの取消時には、取消伝票が発行され、取消した伝票の詳細も記録します。



■テーブル稼働表示

〇テーブル稼働画面

・お店のテーブルレイアウトに合わせて、画面を設定できます。
・テーブルの指名キャスト名が本指名・場内指名など色分けで表示されます。
・テーブルのお客様滞在時間・会計金額などが表示されます。
・テーブルの残り時間、〇〇分前の警告が表示されます。
・指名テーブルとフリーテーブルを色分けで表示します。

・滞在中の客数・キャスト出勤数と、その差数を常時表示します。



■指名キャストテーブル稼働表

〇指名キャストのあるテーブルがどのくらい重なっているかを一目で確認できます。

同伴・本指名などの下にある枠は、右枠が累計・左枠が滞在している客数になります。
≪キャスト名の背景色≫

※退席時間前の警告テーブルがあるキャストは、名前が点滅します。

〇キャスト別に指名の重なったテーブルをグラフ表示します。



■会計管理

〇会計管理

・各テーブルのお会計を自動計算で処理が出来ます。
・売掛金や立替金、金券処理なども管理・集計できます。



■レジ金締め処理

〇レジ現金管理

・レジ締め画面/レジ内の現金の入金・出金を管理し、現金管理に誤りがないかを確認ます。

〇締め処理確定後に精算レシートが発行されます。

・毎日、レジ締めをしっかり行う事で、不正着服防止に繋がります。



オーダー管理

〇オーダー管理
オーダー入力時にオーダーレシートを発行させ、オーダーミスを無くす事が出来ます。

〇設定画面
オーダー別にレシート発行を設定でき、またVIP席など個室のみ出力させる事も出来ます。



■経費管理

〇入出金管理

・レジ内の入出金現金を設定した勘定科目に合わせて管理・集計できます。

〇出金項目（勘定科目）設定画面

・会社の会計処理に合わせて出金項目（勘定科目）を設定できます。



■経費集計管理

〇経費出金月報

・経費の出金を日別で集計します。

〇会計データCSV出力

・売上や経費など会計データを
CSV出力し、会計ソフトに
取り込むことが出来ます。



■顧客管理１

〇顧客管理機能を搭載しています。

・顧客電話番号、顧客来店履歴、お連れ様情報、ボトル情報、指名キャストなど
顧客情報を登録し管理できます。

〇テーブル顧客名表示

・テーブル表示画面で、稼働テーブルに顧客情報を表示することが出来ます。



■顧客管理２

〇顧客検索機能

・１ヶ月以上来店されていないお客様、１回の来店で10万円以上使うお客様
指名キャスト別にお客様の抽出など、そのた任意の条件を設定してお客様抽出する事が出来ます。
・抽出したお客様に対して、住所録を印刷したり、一斉メール配信をする事もできます。

〇ポイント管理

・テーブル表示画面で、稼働テーブルに顧客情報を表示することが出来ます。

・各種メンバーズカードと連動し、ポイント管理も可能です。



■売掛管理

〇売掛金処理

・お客様のお会計を売掛金（ツケ）処理をできます。



■売掛集計管理

〇売掛金回収処理

・現金での売掛金回収は、現金出納にも記録しレジ金管理と連動できます。

〇売掛金一覧表

・売掛金、売掛金回収履歴を顧客別に集計し一覧表示できます。



■出退勤管理

〇出退勤管理

・送迎など控除項目も管理できます。

〇出金ｷｬｽﾄ一覧

※指紋認証装置や静脈認証装置と
連動させることもできます。

・フロントメンバーなどの確認用に誰が出勤しているかを一覧で出力できます。



■キャスト成績管理１

〇ｷｬｽﾄ成績レシート

・当日のキャストバックやポイントをレシート発行し、確認用に各キャストに渡すことができます。

〇ポイントバックの設定

・キャスト給与計算用のポイントやバックは、各オーダーに４項目設定でき
アルバイトや体験入店など、キャストを区分けして、数値を変えて設定する事も出来ます。



■キャスト成績管理２

〇集計期間指定/ｷｬｽﾄ成績レシート

・期間を指定して、キャストのポイントバックや売上を
集計して、レシート発行させる事が出来ます。

〇キャスト成績メール配信機能

・キャスト別にアドレス登録し、それぞれの成績をメールで自動及び手動配信させる事ができます。



■キャスト成績管理３

〇オーダーバック入力処理

・ドリンクバックなど、１対１のバック付きメニューの場合は、オーダー入力時にキャストを選択します。
（同じメニューで複数のキャストにオーダーが入る場合は、一度に複数名選択できます。）

〇ポイントバック分割オーダー入力処理

・ボトルバックなど、指名キャストでポイントバックを分割する場合は
自動で文化酢計算し、分割確認画面が開きます。
（手入力で数値を変更する事が出来ます。）



■キャスト成績管理４

〇キャストランキング集計

・期間を指定して、キャスト成績をランキング集計します。

〇ランキング設定画面

・ABCランキングの条件は、任意に設定する事が出来ます。

※詳細
http://venus.best/index.php/system/s4_1/s4_2



■売上実績集計

〇キャストランキング集計

   ・お店の売上データなどの実績を集計し
　　業務改善に役立てることが出来ます。

※詳細
http://venus.best/index.php/system/s4_1/s1_4



■損益計算

日々の売上から暫定的に損益集計をする事が出来ます。

〇売上　　その日の売上（税サ込）
〇組数　精算伝票数
〇客数　　客数
〇客単価　売上÷客数
〇キャスト数    キャスト出勤人数      
〇キャスト売　売上÷キャスト出勤人数
〇指名売    指名のある会計金額の合計（指名分割指定のある指名）            
〇フリー売    指名のない会計金額の合計            
〇キャスト給与    勤務時間×時給+バック合計            
〇キャスト時給    勤務時間×時給の合計            
〇キャストバック    バック金額合計            
〇C日払い    キャスト日払い合計 （スタッフ日払いは含みません）        
〇損益分岐    月間暫定経費金額の日割り（休日は平均値から除外）            
〇経費合計    酒代+食材費+その他+キャスト給            
〇給率    キャスト給÷売上％            
〇労売H    売上÷キャスト労働時間合計（１時間当たりのキャスト売上平均値を見る）
〇暫定利益    売上-経費合計  

※詳細
https://www.venus.best/index.php/torisetsu/ts_166



■売上報告メール

〇売上報告メール設定画面

・指定した時間に指定したアドレスへ売上などの定時報告をメールにて自動配信します。

※配信される内容

・レジ締め処理時に、日報とレジ締め精算レシートもメール配信させる事もできます。



■キャスト成績メール配信

〇日々のキャストの成績をキャスト本人へメールにて自動配信させることが出来ます。

「設定画面」 「配信内容」
オーダーバック集計
2016/10/20
勤務時間 4:00

   POINT  チャージ
--------------------
本指名
    1.00        \2000
場内指名
    0.50        \500
同伴
    0.00        \0
--------------------
合計

・レジ締め処理時に自動配信されます。     1.50        \2500
また、キャスト登録画面から手動でも配信できます。 精算金額        \28500

10/1～10/20 累計
出勤日数 5日
勤務時間 18:00

   POINT  チャージ
--------------------
本指名
    5.00        \10000
場内指名
    1.00        \1000
同伴
    2.00        \4000
--------------------
合計
    7.00        \15000
精算金額        \112650



■在庫管理

〇仕入れ入力をする事で、ボトルなどの入出庫を管理し、高額ボトルなどの横流しを防ぐ事が出来ます。

〇ロス管理
ボトルを割った時などの入力もしっかり管理できます。

※詳細
https://venus.best/index.php/zaiko



■不正処理管理

〇例外処理記録

・訂正処理など処理を記録し不正処理をチェックすることが出来ます。

〇取消伝票

・不正処理に繋がる取消処理時には、レシートが発行されます。
売上に関係する精算取消、伝票削除時には、伝票番号が振られます。
売上伝票の番号が、飛びますのでしっかりと管理しましょう。
（発行されたレシートは、後日確認する事が出来ます。）

※詳細
https://www.venus.best/index.php/fusei



■メンバーズカードとの連動

〇メンバズカードと顧客管理機能を連動させることが出来ます。

・来店処理時にメンバーズカードを読み取り、テーブルに顧客名を表示させ売上履歴などを管理します。

〇売り上げに応じてポイントを付与し、ポイントを割引などに充てる事も出来ます。

〇印字を書き換えるリライトカードにも対応しています。

※詳細
http://www.venus.best/index.php/system/s5_1



■案内所売上管理

〇案内所から紹介のお客様の売上を案内所別に集計できます。



■画面デザインの変更

画面デザインを３種類の中から選択できます。

◎Windows

◎Aqua Light Slate

◎Auric



■オーダー端末

〇複数の端末を連動させて運用できます。

タブレットPCと連結してオーダー端末として、運用できます。
インターネットによるサーバー接続ではなく、無線LAN接続でPC同士を直接連結させる為
サーバー使用料金などの毎月の支払いが発生する事はありません。

〇設定画面

・端末の設定により、操作をオーダー入力限定で運用させる事も出来ます。

※詳細
http://www.venus.best/index.php/system/s5_1



■スマホで店舗の営業状況を確認

〇複数の店舗状況をスマホで確認する事が出来ます。

（WEBサーバーを使用する為、別途費用が必要になります。）

※詳細
https://www.venus.best/index.php/web



■本社用システム

〇VENUSNには、各店舗からのデータを受け取る本社用VENUSをご用意しています。

・店舗側のVENUS終了時にお店のデータを丸ごとメールで本社に送信します。
・管理できる店舗数の制限はありませんので、500店舗でも管理できます。
・本社では、各店舗と同じ状態のVENUSを操作する事が出来るので、必要なデータを
その都度、本社で確認、出力する事が出来ます。
・経理スタッフは、とても面倒な伝票チェックをする必要がなくなり
各女子キャストの成績も、本社用VENUS１台で万全です！

【☆導入メリット】
○伝票を一枚一枚計算する必要はありません！
○お店から売上日報を提出させる必要はありません！
○タイムカードを回収する必要はありません！
○店舗の状態を本社でそのまま確認できます！
○スタッフ・キャストの勤務時間を確認できます！(タイムカードは必要ありません。)
○過去の売上伝票を確認できます！
○売上日報・月報をEXCELなどへCSV出力します！
○女子売上やポイント、指名本数、バック金額などをEXCELなどへCSV出力します！
○入出金など支払い経費を確認できます！
○女子キャストの送迎やヘアメイクなど控除対象項目を確認できます！
○ボトルなど各メニューの出庫数を確認できます！
○クレジットカードでの精算額やクレジット精算伝票を確認できます！
○日払い集計記録を確認できます！
○精算取消回数や取消し伝票など過去にさかのぼって確認できます！
○サーバーにデータを置かないので外部からの覗き見はできません！
○VPN回線など専用の通信環境は必要はありません！

※詳細
http://www.venus.best/index.php/system/s10_1


