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①企業新規登録について

「住まいの案内会.com」をご利用いただく企業様は先ず登録申込が必要です。
トップページ右下の「企業新規登録」をクリックして、登録画面に入力していただきお申込ください。

【お申込みについて】
このお申込みをいただきまして、こちらにて必要事項を確認
させていただきます。多少お時間を要しますので、「登録完
了のメール」が届くまでに数日かかることもございますので
予めご了解ください。これは、「住まいの案内会.com」の掲

載基準に合致しているかどうか、つまり中古住宅や賃貸・マ
ンション情報等の掲載を目的としていないかを確認させてい
ただくものです。
＊なお、登録完了のメールが届くまでは、申請していただい
たＩＤとパスはご利用できません。

以下、必要事項の入力をお願いします

登録ジャンル

複数選択が可能です。適合する項目にチェックしてください

施工方法

住宅会社様等で施工を伴う業種の場合は選択してください。

企業・会社名

支社や支店の場合は右の枠に入力してください

ふりがな

Ｅｎｇｌｉｓｈ

各社様に独自でお渡しするページのアドレスとして表記さ
れますが、特に上記の社名と同一でなくても構いません。

許可番号

建設業許可、宅建など免許が必要な場合はご記入ください。

所属団体

団体・協会等への加盟を表記する場合はご入力ください。

一般公開と共に弊社の管理用ともなりますので、正確
にご入力ください。メールアドレスは、管理画面から一
般に表記するか、しないか選択していただきます。

「住まいの案内会.com」のご担当者情報をご入力くださ

い。弊社よりのご連絡及び請求書等の送付の宛名とさ
せていただきます。

ご希望のＩＤとパスワードご入力ください。
他に同様のＩＤとパスがある場合はその旨が表記され
ますので、英数半角６～８文字内で入力してください。
このＩＤとパスは大切に保管してください。
登録後の変更も可能です。

必ず規約をお読みいただき、チェックしてください。

全ての入力が終わりましたら、「確認画面」をクリック

次ページへ
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②企業新規登録・申請確認画面について

「確認画面」をクリックすると、「お申込み内容の確認」が表示されます。未入力の項目がある場
合は、チェックされますので再入力してください。

【お申込みについて】
この「確認画面」一番下の「上記内容で利用申請を確定
する」を押すと、利用申請が終了します。
これにより、利用申請となりますが、前ページで説明した
ように、申請確認のメールをお送りするまでに数日を要す
る場合がございますので、予めご了承ください。
また、確認のためにご担当者にお電話させていただく場
合もございますので宜しくお願い申し上げます。

入力ミスがある場合

ご注意！！！ ３０秒ほどお待ちください

一つ前に戻る

■一番下に表示されている「一つ前に戻る」をクリックして
再入力してください。

一つ前に戻る

■全てを再入力し直す場合は「最初からやり直す」をクリッ
クしてください。この場合、入力した内容は全てクリアされま
す。

注意！！！ メールアドレス

「申請」受付、また「登録完了」のメールは、ご担当者のメー
ルにお送りさせていただきますので、お間違いのないように
お願い致します。
万が一、このページの「登録申請を確定する」ボタンを押し
ても、「申請受付」のメールがご担当者に届かない場合は、
メールでお知らせください。

「確定」ボタンは一度だけ押して下さい。
確定ボタンを押しても、完了画面になるまで３０秒ほどかか
りますので、そのままお待ちください。

弊社にて
利用お申込み内容の確認をさせていただきます

弊社にて、利用申請内容の確認をさせていただき、誤って中古住
宅や賃貸・マンション情報の掲載を目的とされていない等について
確認させていただきます。場合により、メールやお電話にて確認さ
せていただきます。問題がなければ、「登録完了」「申請承諾」の
メールをお送りさせていだだきます。このメールの送信により、申請
していただいたＩＤとパスで、管理画面にログインできます。
また、このメール送信日より一年間の利用契約となります。

＊このメールと同時に新規登録会社としてサイトに表示されます。
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③企業ログイン

トップページ右下の「企業ログイン」をクリックして、申請時に入力した「ＩＤ」と「パス」を入力して
各社管理ページにログインしてください。トップページの右上ログイン表示は一般会員向けです。

登録会社名

ログインしていただくと、下記のような画面が表示されます。この画面が登録社の管理画面で、
全ての投稿はこちらから行っていただきます。
ここでは、この管理画面のご説明をさせていただきます。

【企業基本情報管理】
【トップエリアデザイン管理】
【企業紹介管理】
【企業詳細管理】
【地図情報管理】
住まいの案内会.comでは、登録してい

ただいた企業やお店を分かりやすく詳し
く知っていただくために、会社案内の
ページの充実を図っていますので、写
真やコメントで詳しく、丁寧にご記入くだ
さい。この内容は１ページに反映されま
す。

【見学会新規登録】
【見学会登録変更】
住まいの案内会.comでは、開催日を指

定しての情報が登録できます。新規登
録や、登録した内容の更新や削除はこ
ちらからできます。

【イベント・キャンペーン新規登録】
【イベント・キャンペーン登録変更】
住まいの案内会.comでは、長期のキャ

ンペーンやイベントの告知・掲載ができ
ます。新規登録や更新や削除はこちら
から。

【施工事例新規登録】
【施工事例登録変更】
住まいの案内会.comの施工事例の

ページでは写真を最大２０枚とコメント
で紹介できます。全てストックできます
のでご活用ください。

【資料・カタログ新規登録】
【資料・カタログ登録変更】
住まいの案内会.comでは、お持ちの資

料を必要分を掲載し、常時掲載できま
すので、写真と共にコメントを添えてご
紹介してください。

【担当者情報管理】
【ＩＤ・パスワード管理】
住まいの案内会.comの担当の方が代

わった場合や、ＩＤやパスワードの変更
はこちらからできます。

「住まいの案内会.com」のＩＤとパスワードを社内で共有していただ
ければ、その見学会やイベント、事例のご担当者毎に同時に掲載
や更新ができますので、是非共有されて最新情報を発信してくだ
さい。
ただし、削除等も出来ることになりますので、外部や第三者へのＩ
Ｄ・パスの公開は控えてください。

＊管理画面には、投稿のポイント等を掲載していますので是非ご
一読していただき投稿の参考とされてください。

ご登録会社名
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④各社のページについて

各社が登録された各情報は、下記のようなカタチで掲載されていきます。
説明を分かりやすくするために、以下このページを「企業ホームベース」とさせていただいます。

とりあえず投稿して、反映のカタチを見ながら修正をかけていくこともできますが、
この流れを理解していただいて、次は具体的な投稿方法をご説明に移ります。

会社ロゴまたはイメージ写真
ホームページの他、ブログやＦＢ、またはホームページ内で
特に強調したいページへのリンクができます

登録企業やお店が入力した各項目はこの「企業ホームベース」に集約されストックされていきます。
この項目をクリックすると、登録された情報を一覧で見ることができます。

下記は、「会社案内」「見学会情報」「キャンペーン・イベント情報」「施工事例」「資料請求」内に掲
載できる項目です。
「住宅会社・工務店・設計事務所」と「その他住宅関連会社」で、表記する内容を分けています。

【企業ホームベース】
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⑤ 会社案内ページの作成

先ず、「企業基本情報管理」を開いて、登録会社の情報を追加及び変更を行ってください。
既に、企業登録申請時に入力した内容は下記のページに整理されています。

この「企業基本情報管理」で、未入力の
項目入力して下さい。

●キャッチコピー

●ＦＡＸ

●メールアドレスの掲載・非掲載の選択

その他の項目で、変更が発生した場合
はこの画面から随時、修正を行ってくだ
さい

入力が完了しましたら
「更新」をクリック！

「確認画面」に移りますので
確認後、「確定する」をクリック
して、「完了画面」が出るまでお

待ちください。

登録申請受付完了と同時に、「住まいの案内会.com」のトップページ等の「新規登録会社」とし
て表記され、「企業ホームベース」が表示されています。
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⑥ 入力作業の前に・・・・

「住まいの案内会.com」は、文章と写真をフォーマットに沿って入力していただければ自動的に
各ページが作られていきますので、専門的な知識は必要ありません。
先ずは、フォーマットに入力した情報がどのように反映されるのかをご理解いただければ、容易
に修正や追加が随時、何度でも出来ますので色々とチャレンジしながらご活用ください。

掲載の写真等のデーターについて

■画像は、jpeg   jpg  gif  png 方式のデーターをご用意ください

■画像の最大ファイルサイズは、１ファイル１Ｍです
自動的にリサイズされますが、サイズが大きい場合はアップロードに時間がかかります

■画像の推奨サイズは、１０００ＰＸ（ピクセル） ＊リサイズ後はマックス７００ＰＸとなります

■画像のファイル名は、できるだけ半角英数をご使用ください
日本語名でもアップ可能ですが、ごく一部で文字認識できない場合があります。
＊アップロードできない場合は、ファイル名を半角英数に変更してください

文字データーについて

フォーマットに沿って入力していけば完成しますが、容易に進めるために文字データーをテ
キストやワードなど事前に準備しておけば、コピー＆ペーストで簡単に行なえます。
キャッチやタイトルは色付きで大きく表示されますので、これも準備しておけば途中で悩む
ことも少なくなると思います。

「住まいの案内会.com」は、より分かりやすくご紹介していただけるように、写真

と文章の項目を数多く準備しています。
特に施工事例の写真は最大２０点まで掲載が可能です。
見学会情報、イベント・キャンペーン、商品説明、店舗説明等今までは限られた
量しか掲載できなかった情報が豊富に詳しくご紹介していただけますので、会社
のパンフレット代わりとしてご活用ください。

一度の投稿で完了ではなく、完成した画面を確認しながら、写真を追加したり、
文章を変更するなどしながら、魅力的で説得力のあるページにしてください。
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⑦ トップエリアデザイン管理について

この「トップエリアデザイン管理」では、「企業ホームベース」のイメージ写真（ロゴマークや写真）
及び大きく表示させたい写真（４点まで）を表示させるための管理画面です。

①

②

①について・・・「企業ホームベース」内左の枠内に表示されます

ここで使用する写真等は、企業ホームベースの中で、社名と共に常に表示されるものです。
会社名のロゴ、キャラクター、社屋、メイン商品等が最適かと思われます。
また、この「トップエリアデザイン管理」からいつでも変更・更新が可能です。
「ファイルを選択」から、写真データー等を選択することで掲載できます。

②について・・・会社案内中で表示される画像です

ここでの画像は、４点まで連続して大きく表示されます。
特に大きく表示したい写真、つまりメイン商品等の写真などの投稿に適しています。
ただし、ここでの表示サイズは大きくなりますので、１点もしくは２点が適しており、一般の閲覧者
には見やすいのではないかと思われます。

ここには写真の説明を短く入れてください
閲覧者が、この写真の上にカーソルを持っていくと
その文章が表示されます。
「会社ロゴ」「案内会住宅社長」「本社屋」等、掲載する写真に合わ
せてご記入ください。
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⑧ 企業紹介管理について

前ページの大きなサイズの写真に続いて、写真５点までと説明文章が投稿できます。
写真５点まで表示できますが、必要ない場合は掲載しなくても構いません。
社長顔写真と挨拶文、設計担当者の顔写真と挨拶文、商品と説明文等々等を行ってください。

ここがＰＯＩＮＴ！！

この一番上の枠に入力することで、
会社案内と共に、ここで使用した
写真が新着情報やタイトルとして
掲載されます。

【タイトルと説明文の入力】
ここでの５枠中で、右枠に写真を入れて、
説明文章を書き入れていないと、写真
が大きく表示されます。
これは、説明よりも写真を大きく表示し
たい際にご利用ください。
全体のバランスを見ながら、写真を大き
く表示したり、コメントと写真で御社を分
かりやすく紹介することができます。

入力が完了しましたら
「更新」をクリックしてください。

画像読み込みのため
３０秒ほどかかる場合が
ありますので完了まで

お待ちください。

このページの修正・更新はこの画面から
随時、何度でも行なえますので
状況に合わせて行ってください。
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⑨ 企業詳細管理について

この「企業詳細管理」画面では、ご登録いただいた企業やお店の詳細な情報を投稿するページ
です。既に登録申請時にご記入いただいた項目は反映されていますので、追加項目を記載でき
ます。もちろん、その後の修正や更新は何度でも随時行えます。

記載済みの電話番号に追加したい電話
があれば記載してください。支社・支店
の他フリーダイヤル等。「表記」にその
名称を記入すると表示されます。

オフィシャルホームページ以外に２つの
サイトを表示できます。ブログやＦａｃｅｂ
ｏｏｋ、また直接リンクさせたいページを。
表記の記載は簡潔に行なってください。

追加したいメールアドレスを記載してく
ださい。表記も忘れずにお願いします。
掲載・非掲載を選択してください。
メールアドレスを記載したい場合に活用
できます。

営業時間・定休日等
平日・休日などで営業時間が違う場合
や、支店などの営業時間掲載にご利用
下さい。

サービスエリア
御社の営業エリア・対象エリアがある場
合は記載してください。
県内全域、○○市、等自由に記載して
いただけます。

記載は自由です。
記載のない場合は、タイトルも含めて表
示されません。

タイトルと、コメントを自由に投稿できま
すので、自由にご活用いただけます。
支店・支社・店舗網、社歴、代表者挨拶
等々、詳しくご紹介したい項目としてご
活用ください。
特に、住宅建築以外の「住宅関連会社」
の方々の追加項目としてフリー項目とし
てご活用できるものと思います。

入力が完了しましたら
「更新」をクリックしてください。
多少時間がかかる場合が
ありますので完了まで

お待ちください。
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⑩ 地図情報管理について

この「地図情報管理」画面では、申請時にご記入していただきました住所の地図が表記されてい
ます。ただし、住所によっては正確に表示されていない場合がありますので、マーカーを移動さ
せて正確な位置に訂正してください。
終了後は、「更新」をクリックして、完了までお待ちください。

なお、見学会会場・イベント会場等の登録の際、住所が正確に読み込めない場合は、こ
のＭＡＰが表記される場合がありますので、その際は「見学会登録」「イベント・キャンペー
ン登録」画面内で、マーカーを移動させて正確な位置を表示させてください。

これで、会社案内のページは完成です。
次からは、各情報の登録について説明させていただきます。
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⑪ 見学会情報新規登録について

「住まいの案内会.com」では、見学会情報をメインコンテンツとしています。数か月先の計画や
直近の計画まで詳細にご紹介していただけます。

【カテゴリー選択】
●住宅建築会社を対象とした
「新築一戸建ての見学情報」と●
その他住宅関連会社を対象とし
た「その他の見学情報」に分かれ
ていますので、任意の種類を選
択してください。

【サブタイトル・タイトル・開催日時・時間】
●見学会のキャッチフレーズと見学会タイトルを入力
●開催日時は、枠の横をクリックしていただくとカレンダーが表示されます
ので指定してください。数ヶ月先までの登録が可能です。時間を指定。

【大きいサイズの写真の掲載】
大きく表示される写真を５点まで掲載できます。
見学会告知で利用したチラシ等のデーターや文字入りの写真、地図データー
等を想定しています。ここで、普通の大きい写真を入れ過ぎると、閲覧者は
見づらくなる可能性がありますのでご注意ください。
「ファイルを選択」で画像を取り込み、下のテキスト枠に内容を簡潔に入力し
てください。このテキストは、閲覧者が写真にカーソルを持っていくと表示され
ます。 ＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【小サイズの写真とコメントの掲載スペース・・５枠】
右に写真、左に見出しとコメントを書き入れてください。
コメントを入れない場合、写真は上部の写真と同様に大きく表示されますの
で、原稿内容やレイアウトを考えながら投稿することをお薦めします。
写真と共に詳しい説明を入れることで、見学会の内容を分かりやすく・魅力的
に表現してください。
なお、建売など法規上概要等の記載が必要な場合はここに入力してください。
＊来場者プレゼントや「案内会.com会員向け企画」や閲覧者向け企画等の打ち出し
も有効です。 ＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【備考欄】
開催日時の説明で、補完が必要な場合に記載してください。

【住所の記載】
開催会場の住所を入力して、マップを表示させる場合は、地図を表示するに
チェック。正確に表示されない場合はマーカーを移動してください。

【見学会予約及び資料請求】
開催する見学会に「参加予約」が必要な場合は、「予約必要」にチェックを入
れてください。予約者のメールは御社の申請アドレスに届きます。
資料請求は常に表記されます・・・・請求も御社申請メールに届きます。

【交通案内・キーワード・紹介文】
会場案内や駐車場の案内等を記載、キーワードとＳＥＯ紹介文は一般の閲
覧者のＳＥＯ対策となりますので、アピールワードを入力してください。

入力が完了しましたら、新規登録をクリックして完了までお待ちください
画像データーが多いので完了までに時間がかかる場合があります

１１



⑫ イベント・キャンペーン新規登録について

「住まいの案内会.com」では、各社が開催しているイベントや各種キャンペーン情報も発信でき
ますので、大小に関わらず御社の企画を積極的のアピールしてください。
入力の仕方は、基本的に前頁の見学会情報入力と同様です。

【カテゴリー選択】
●キャンペーン等７項目から選
択してください。カテゴリー別に
整理され自動的に表記されます

【サブタイトル・タイトル・開催日時・時間】
●キャッチフレーズとイベント等のタイトルを入力
●開催日時・期間は、枠の横をクリックしていただくとカレンダーが表示され
ます ので指定してください。数ヶ月先までの登録が可能です。時間を指定。

【大きいサイズの写真の掲載】
大きく表示される写真を５点まで掲載できます。
チラシ等のデーターや文字入りの写真、地図データー等を想定しています。
ここで、普通の大きい写真を入れ過ぎると、閲覧者は見づらくなる可能性が
ありますのでご注意ください。
「ファイルを選択」で画像を取り込み、下のテキスト枠に内容を簡潔に入力し
てください。このテキストは、閲覧者が写真にカーソルを持っていくと表示され
ます。 ＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【小サイズの写真とコメントの掲載スペース・・５枠】
右に写真、左に見出しとコメントを書き入れてください。
コメントを入れない場合、写真は上部の写真と同様に大きく表示されますの
で、原稿内容やレイアウトを考えながら投稿することをお薦めします。
写真と共に詳しい説明を入れることで、イベントやキャンペーンの内容を分か
りやすく・魅力的に表現してください。
なお、建売など法規上概要等の記載が必要な場合はここに入力してください。
＊来場者プレゼントや「案内会.com会員向け企画」や閲覧者向け企画等の
打ち出しも有効です。 ＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【備考欄】
開催日時の説明で、補完が必要な場合に記載してください。

【住所の記載】
開催会場の住所を入力して、マップを表示させる場合は、地図を表示するに
チェック。正確に表示されない場合はマーカーを移動してください。

【見学会予約及び資料請求】
開催する企画に「参加予約」が必要な場合は、「予約必要」にチェックを入れ
てください。予約者のメールは御社の申請アドレスに届きます。
資料請求は常に表記されます・・・・請求も御社申請メールに届きます。

【交通案内・キーワード・紹介文】
会場案内や駐車場の案内等を記載、キーワードとＳＥＯ紹介文は一般の閲
覧者のＳＥＯ対策となりますので、アピールワードを入力してください。

入力が完了しましたら、新規登録をクリックして完了までお待ちください
画像データーが多いので完了までに時間がかかる場合があります

１２



⑬ 施工事例新規登録について

「住まいの案内会.com」では、各社の施工事例や情報・企画情報・実績等を詳しく紹介していた
だけるようにこの施工事例ページでは最大２０点までの写真掲載が可能な仕様としました。
うち１０点はスライドショーでアルバム風にご覧いただけます。

【カテゴリー選択】
●住宅建築会社向けの「住宅施工事例」と住
宅関連会社向けの「その他施工事例・商品情
報」の２つに分類されていますので、各社の事
例によってカテゴリー選択してください。
カテゴリー毎に自動的に整理されて表示され
ます。

【サブタイトル・タイトル】
●キャッチフレーズとタイトルを入力してくださ
い。個別の個人を特定するような場合は表現
にご注意ください。

【スライドショー表示スペース】
ここで最大１０点までの写真がスライドショーで表示されます

【キーワード】
一般の閲覧の場合のＳＥＯ対策となりますので、アピールワードを入力してく
ださい。

入力が完了しましたら、新規登録をクリックして完了までお待ちください
画像データーが多いので完了までに時間がかかる場合があります

【大きいサイズの写真の掲載】
大きく表示される写真を５点まで掲載できます。
ここで、普通の大きい写真を入れ過ぎると、閲覧者は見づらくなる可能性があ
りますのでご注意ください。
「ファイルを選択」で画像を取り込み、下のテキスト枠に内容を簡潔に入力して
ください。このテキストは、閲覧者が写真にカーソルを持っていくと表示されま
す。 ＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【スライドショー用写真投稿枠】
写真の取り込みは、「ファイルを選択」で行ってください
写真は１０点に満たなくても表示されます。
コメント枠に、タイトルと説明を入力すると、スライドショーの際に写真内にその
説明を表記出来ますので、より分かりやすくするために入力してください。
説明がない場合は写真のみの表示となります。
＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。

【小サイズの写真とコメントの掲載スペース・・５枠】
右に写真、左に見出しとコメントを書き入れてください。
コメントを入れない場合、写真は上部の写真と同様に大きく表示されますので、
原稿内容やレイアウトを考えながら投稿することをお薦めします。
住宅の施工事例の場合には設計者の声やご家族の写真と声等、また商品説
明などの場合は担当の方の写真と説明等、ご自由にご使用いただけます。
＊画像は半角英数、推奨サイズ内でお願いします。
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⑭ 資料・カタログ請求新規登録について

各社がお持ちの資料をご紹介・掲載するための投稿管理画面です。
投稿された資料はリスト表示され、希望者がチェック後送信すると御社にメールで届くようになり
ます。資料の数は増やしていくことができ、不足した場合などは、「一般に掲載しない」にチェック
を入れると表示されなくなり、確保できた時点でチェックを外せば公開となります。

【資料の掲載・非掲載の選択】
一次的に資料の受付が出来ない場合や制作
中の場合等は「掲載しない」を選択してください

【資料の掲載・非掲載の選択】
一次的に資料の受付が出来ない場合や制作
中の場合等は「掲載しない」を選択してください

【資料のサブタイトル】

【資料の名称】

【資料の説明】
資料の説明をここで入力してください。
申込の条件なども記載することができます。
全ての資料にチェックされる方がおられる可能
性もありますので、３部までとか５部までとか制
限がある場合は記載してください。

「住まいの案内会.com」では資料請求
があった場合に、手数料等を御社に請
求することはありません。

⑮ 担当者情報管理、ＩＤ・パスワード管理について

【担当者管理、ＩＤ・パスワード管理】
担当者の方の変更、ＩＤやパスワードの変更はこちらから
行ってください。
ＩＤとパスワードの管理は各社にて確実に行なっていただき
ますようお願い致します。
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⑯ 登録内容の変更・削除について

各社がお持ちの資料をご紹介・掲載するための投稿管理画面です。
投稿された資料はリスト表示され、希望者がチェック後送信すると御社にメールで届くようになり
ます。資料の数は増やしていくことができ、不足した場合などは、「一般に掲載しない」にチェック
を入れると表示されなくなり、確保できた時点でチェックを外せば公開となります。

【投稿した内容の更新（編集）について】
一度投稿した情報を修正したり、開催日を
変更して再度新たな見学会やイベントキャ
ンペーン情報としたりすることができます。
右のリストから、各「登録変更」を選択する
と、過去に投稿したリストが出てきますの
で、更新（編集）したい項目の「更新」をク
リックすると、編集画面になりますので、任
意に編集してください。

「住まいの案内会.com」に投稿した
見学会やイベント・キャンペーンなど
の日付入りの情報は、日付けが過
ぎれば自動的に掲載画面から消え
ますが、投稿した情報自体は消えま
せん。開催日の変更等を行えば、新
たな情報として活用できますので、
有効にご利用ください。

【更新】
投稿した内容を変更・編集するためのボタンです

【削除】
投稿している項目を削除するためのボタンです。
一度削除をすると元には戻せません。

【プレビュー】
投稿している内容を確認するためのボタンでし。

【投稿したページを削除する場合】
リストの中から、削除した項目の「削除」ボ
タンを選択すると、その情報のページが出
てきます。そのページの一番下に「完全に
削除する」というボタンがありますので、こ
のボタンを押すと、掲載している情報は完
全に削除されます。一度削除すると掲載し
ている情報は完全に削除され、元には戻
せませんのでご注意ください。

【投稿している内容を確認する場合】
プレビューボタンを押すと、そのページを
見ることがでいます。プレビュー画面から
は更新（編集）や削除はできません。
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⑰ お客様からの予約・請求メールフォーマット １６
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