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「STORES 予約」
サービス紹介

サービスをご検討の方へ



会社概要
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ブランド
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ネットショップ開設

安心の開設サポート。
無料ではじめられるネット

ショップ。

キャッシュレス決済

最短翌々日入金。
持ち運びできるかんたん

キャッシュレス。

ネット予約システム

誰でもかんたんに
無料ではじめられる

予約システム。

POSレジ

ネットショップと
在庫連動。

無料ではじめられるPOS
レジ



STORES 予約 と Coubic (クービック) とは？
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集客支援、業務の自動化をするための予約・会員管理サービス
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多くの事業者様への導入実績



予約システムの必要性とは？
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ネット予約比率

80 %

ネット予約比率の変化 時間帯別予約数分布

19:00 - 9:00

9:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - 19:00

ネット予約
オフライン

予約

営業時間外

52 %

2016/4 2018/4

※ 当社データ調べ

ネット予約の動向

予約は通勤時間中や夜、家にいる時間帯により多く入っている
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ネット予約比率

80 %

ネット予約比率の変化 時間帯別予約数分布

19:00 - 9:00

9:00 - 12:00

12:00 - 15:00

15:00 - 19:00

ネット予約
オフライン

予約

営業時間外

52 %

2016/4 2018/4

予約は通勤時間中や夜、家にいる時間帯により多く入っている

→潜在的な予約の取りこぼし防止＋対応はシステムにお任せ

※ 当社データ調べ

ネット予約の動向
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コロナ禍におけるオンラインでのサービス提供ニーズが増加

オンラインサービスの台頭
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7割以上の方が反応が良かったと回答

オンラインレッスン・接客を受けたお客様の反応



STORES 予約 でできること



STORES 予約 のメリット
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1. STORES 予約 は多種多様な業種でご利用可能です。（飲食・宿泊・旅行は除く）

2. シンプル・かんたんなUI・UXで初心者の方でも利用できます。

3. オンラインレッスンや複数店舗の来店予約も一元管理可能です。

ヨガ、料理教室、ワークショップ、セミナー、説明会、講習

会、面談、イベントなど
テニススクール、ゴルフスクール、スイミングスクール、学習

塾、プログラミング教室など  (スクールタイプ )

マッサージ、レンタルスペース、美容院、ネイル、マツエ

ク、エステ、カウンセリング、会議室、介護など

マッサージ、レンタルスペース、美容院、ネイル、マツエ

ク、エステ、カウンセリング、会議室、介護など



STORES 予約 の代表的な機能
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1. Googleで予約機能に対応しています。

2. Zoom連携機能によりオンラインレッスンがかんたんに実施可能です。

3. 顧客管理、自動メルマガ、オンライン決済に対応しています。
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「 Google で予約」に対応

対応ジャンル

・フィットネス領域

　フィットネスクラブ、ヨガ、ピラティス、パーソナルトレーナーなどの業種を含む

・ 美容・リラクサロン領域

　ヘア、ネイル、アイラッシュ、リラクゼーション、エステ、治療院、鍼灸、マッサージなどの業種を含む



Zoom連携機能を利用したオンラインレッスン・スクールに対応
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Zoom連携機能を利用したオンラインレッスン・スクールに対応
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既存webサイトからの予約を一元管理（カレンダー埋込）
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既存webサイトからの予約を一元管理（予約ボタン）
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既存webサイトからの予約を一元管理（予約ボタン）
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決済機能

様々なオンライン決済手段をご用意しています。

   月謝→月額会費制のフィットネス、レッスン・スクール、サロンなど

　回数券→ヨガ、エステ、リラク、スクールなど

　事前決済→都度払いが発生する全ての事業主様
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チラシや店頭ポップにQRコードを印字し予約導線を確保

かんたんにQRコードを発行し、色々な箇所に印字することができます！



メディア型の予約サイトと予約システムの違い
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独自の予約システムはメ

ディア型予約サイトに比

べ、コストメリットや自由

度の高さが

メリットとなります。
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機能比較①
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機能比較②



ライト

予約件数 (200 件 / 月)

広告非表示

メルマガ・DM 配信

Zoom連携

回数券・月謝機能

月額 

8,778円

プラチナ

予約件数 (2,000 件 / 月)

予約カレンダー埋め込み

予約忘れないでねメール

アンケートカスタマイズ

スクールタイプ

月額 

26,378円

スタンダード

月額 

66,000円

予約件数 (無制限 / 月)

管理者権限機能

IP制限機能

料金体系（税込表示）

- 上記金額は年契約時の月換算の金額（税込価格）となります。

- 月間予約件数を超える予約は、 50 件毎に 1,078 円 (税込) 別途発生します。



その他機能一覧



機能紹介①



機能紹介②



機能紹介③



機能紹介④



機能紹介⑤



機能紹介⑥



機能紹介⑦



API連携



STORES 予約 API (参照系) のご利用例 

STORES 予約 デベロッパ様

定期または任意のタイミングで取得

予約 参照系 API 
GET /tbd_path/reservations 
等

連携先

{...
} 連携用 Application

{...
}

CRM SFA

MA tool 基幹業務システム

Web API を用いることで、顧客管理、請求管理、営業・マーケティング (リード・商談・契約)、データ分析等と予約情報を
連動させます。



API 組み込みに向けて提供予定物 

● STORES 予約 API 概要資料 (本資料) 

● 参照系 API 詳細仕様 

○ swagger 形式等を想定 

○ https://swagger.io/ 

● 認証・認可方式についての詳細 

○ 別途ご案内予定 

本資料は限定されたデベロッパ様を対象としておりますが、将来的には Developer Center のようなオンラインでの統合
的な開発支援サイトを公開する想定です。

https://swagger.io/


API 返却値概要 

以下の値を API より参照可能とする想定です。 

※仕様は提供までに予告なく変更となる場合があります

対象店舗 ID [文字列]  
予約番号 [数値]  
予約ページID [数値]  
予約ページのタイトル [文字列]  
申込日時 [タイムゾーン付きdatetime]  
希望の予約日時 [タイムゾーン付きdatetime]  
メニュー [文字列]  
オプション [文字列]  
担当スタッフ [文字列]  
金額 [数値]  
予約者の氏名 [文字列]  
顧客番号 [数値]  
顧客名 [文字列]  
メールアドレス [文字列]  
電話番号 [文字列]  
会員番号 [文字列]  
 

誕生日 [日付]  
性別 [文字列]  
郵便番号 [文字列]  
住所 [文字列]  
人数 [数値]  
ステータス [文字列]  
来客日時 [タイムゾーン付きdatetime]  
キャンセル日時 [タイムゾーン付きdatetime]  
最終更新日時 [タイムゾーン付きdatetime]  
顧客メモ [文字列]  
支払ステータス [文字列]  
予約者情報カスタマイズ [json tree。詳細未定]  
アンケートカスタマイズ [json tree。詳細未定、当初提
供可能か検討中]  



【ご参考】API 返却値イメージ 

管理画面から「予約一覧ダウンロード (CSV 形式)」を実施した成果物と概ね同等になることを想定し
ています。



参照系 API の前提 

● 形式:  

○ REST 形式 

● 認証・認可方式 

○ 詳細は別途定める 

○ 認証 

■ RFC の定める HTTP 認証方式 (Digest、Bearer、OAuth、JWT etc) 対応が前提 

○ 組織管理者アカウント (複数のアカウントを包括的に束ねる親アカウント) の取得が前提 

● Endpoint: 

○ 別途定める 

● ページネーション: 

○ 有り (10件単位等) 

● key 名 

○ 別途定める 

● パラメータ (filter / sort) 

○ 別途定める 



API 提供に際してデベロッパ様にお願いしたいこと 

❏ API ご利用目的に関するヒアリング事項へのご回答 

❏ 開発着手・完了予定時期のご連絡 

❏ 組織管理者アカウントの発行依頼 

❏ 弊社営業担当より詳細についてご案内予定 

❏ API を用いたアプリケーションの開発・運用 

❏ 詳細仕様のご確認及び(必要に応じて)フィードバック 

❏ 認証・認可形式のご確認 

❏ API 疎通確認 

❏ API の組み込み 

❏ API version が上がった場合のアプリケーション修正 (~3ヶ月) 



当初提供スコープに含まれない / 今後想定しうるもの 

今後ご提供する API 要件は未定ですが、ヒアリングやフィードバックを通じ優先度や内容を精査し
ていきます。 

通知系 (webhook 等) 予約

回数券・月謝

参照系 回数券・月謝購入者

決済・売上 (振り込み履歴)

顧客

更新系 来店記録 (チェックイン)

スタッフ (対応時間・休み)



appendix: 組織管理者について 

複数の店舗アカウントを束ねるアカウント。配下の店舗アカウントへの簡単なログインや店舗を横
断した一括 CSV ダウンロードが可能。API の発行前提として想定。 

簡単なロ
グイン


