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予約

ポイント

なんと言っても見やすさを重視しました。
タイムテーブルに、施設（美容・スタジオ・セレクトルームなど）を複
数登録することができます。
また、同時に店舗のスケジュールや、その日のスタッフシフトが確認でき、
スムーズな予約業務を実現します。
予約カレンダーで、昨年同月の予約状況を確認することができます。
*ウェブ予約連携オプションでは、ウェブからの予約をリアルタイムに
タイムテーブルに表示します。

予約タイムテーブル
予約を紙の台帳で管理する必要はありません。
「予約管理」画面１つで全ての情報が確認できます。

スタッフ・シフト
本日のスタッフ・シフトを表示します。予約日にスタッフが出勤してい
るかどうかをすぐに確認できます。

明日へと繋がる総合的な顧客管理
分かりやすい予約業務と顧客管理業務

Smart PhotoStudio の顧客管理は、お客様の情報を簡単に検索することができ、予約状況などもすぐに確認することができます。

顧客

顧客情報
写真館にとって大切なお客様情報を一元管理し、予約履歴・発注（
撮影）履歴・やりとり履歴をすぐに確認できます。

顧客検索

顧客検索ウィザード
七五三や成人式などの複雑な検索条件を、どなたでもカンタンに設
定することができます。

DMラベル印刷
検索結果の顧客一覧をDM発行用のラベルに印刷します。
検索結果一覧のファイルへ出力も可能です。

写真館の業務効率アップをサポートする充実の機能

衣装検索
店舗毎に衣装の登録が可能で、お客様のご予約時にお目当ての衣装
の空き情報を簡単に検索することができます。

これからの写真館に必要なシステムとして

予約

システムの
機能

・施設予約　・衣装予約
・予約検索　・受付処理

スタジオ・セレクト・おでかけ
など、それぞれの店舗に応じ
た施設予約ができます。
お客様来店時に受付処理を
行うことで受付カードが印刷
されます。

顧客

・顧客登録　・顧客検索
・予約履歴　・発注履歴

お客様情報（連絡先や家族情
報）を入力します。
画面１つで、お客様の予約情
報・発注履歴・やりとり履歴が
確認できます。

セレクト
発注

・写真セレクト発注入力
・発注書　・入金入力

撮影後、写真選びをしながら
、セレクトした写真で商品の
発注入力が同時に行えます。
セレクトした写真データを制
作本部（商品制作部門）へ自
動的に転送します。

作業工程

・作業工程検索
・仕上りカレンダー
・作業工程一覧表
制作本部に転送された写真
データをもとに商品を制作し
ます。
制作本部でお客様の発注内
容を確認できます。
全ての店舗の発注内容を検
索することができます。

運営
経営

・売上日報　・売掛金管理
・DM発行
・マーケティング資料
写真館運営に必要な各種集
計表を出力します。
システム内に蓄積されたデー
タを経営指標として集計及び
分析することができます。

受付処理
受付カード（お客様来店伝票）を出力し、撮影した写真を格納するフォ
ルダを自動作成します。



写真セレクト
写真選び

お気に入りの写真を箱に入れる感覚でセレクトします。
より多くの写真を残すセレクト方式を採用しています。

画面上に複数の写真を並べて表示できます。
それぞれの写真はマウスで自由に移動／拡大縮小ができ、そのレイアウトの保存も可能です。

オプション機能

写真セレクトと発注入力をスムーズに
次世代の写真セレクトと多機能発注入力

Smart PhotoStudio は、撮影後の写真選びや商品発注もサポートするトータルシステムです。

発信者番号通知と、コンピューター
の顧客データベースを連動させ、相
手先の詳細情報を電話の着信で自動
的に表示します。着信履歴として管
理することもできます。*

インデックス印刷
セレクトした写真一覧を印刷できます。

発注入力

発注書
セレクトされた写真をもとに、商品を入力します。お客様にお渡しす
る発注書にセレクトした写真が印刷されます。

作業工程管理
発注データ検索

お客様毎の発注状況を検索し、一覧で表示します。
発注～制作～納品までの進捗状況を管理できます。

運営経営

マーケティング資料
システム内に蓄積されたデータを経営指標として集計及び分析す
ることができます。

シューティングとスライドショー
写真セレクトではシューティング機能（撮影フォルダ監
視機能）に対応しています。
撮影時カメラからWiFi等で転送された写真をリアルタ
イムにモニタできます。
また、スライドショー機能では、写真セレクト時にソフト
ウェアを切り替えることなく、その場でスライドショーを
実行できます。

CTI 連動

衣装詳細管理

Google カレンダー
連携

会員詳細管理カスタマバーコード

ポイント

ウェブ予約
システム連携

Web予約システムの予約情報がリア
ルタイムに予約タイムテーブルに表
示されます。
24時間受付可能なウェブ予約とお電
話などでの店頭予約をSmart 
PhotoStudioで一元管理できます。

メール送信

おすすめ おすすめ

MY PHOTO PAGE®連携

衣装レンタル

* ご利用の電話回線および電話機器により対応
できない場合があります。

NEW

NEW



*1)

*3) 本部作業 PC

*2)

*6) 店舗セレクト PC

*4) 店舗管理 PC *5)

システム・ハードウェア構成

※店舗数が２店舗以上ある場合、または本部と店舗が別々の場所にある場合に、本部と店舗が VPN接続されている必要があります。
※Smart PhotoStudio は単独店舗での運用も可能です。スタジオ、制作部門、管理本部が同一店舗内にある場合、Smart PhotoStudio をインストールするパソコンが LAN接続されている必要があります。

推奨動作環境
*1) Smart PhotoStudio

データベースサーバー
CPU：インテル ® Xeon® プロセッサー 以上
OS：Windows® Server 2016 以上
メモリ容量：8.0GB 以上　／　HDD容量：100GB 以上の空き容量

*2) 本部写真格納用NAS または HDD NAS(Network Attached Storage) ネットワーク対応HDD - RAID5 推奨 -

*3) 本部作業 PC CPU：インテル ® Core™ i3 プロセッサー 以上
OS：Windows® 10 以上
メモリ容量：8.0GB 以上　／　HDD容量：10GB 以上の空き容量

*4) 店舗管理 PC CPU：インテル ® Core™ i3 プロセッサー 以上
OS：Windows® Server 2016 以上 または Windows® 10 以上
（サーバーOSを推奨）
メモリ容量：8.0GB 以上　／　HDD容量：10GB 以上の空き容量

*5) 店舗写真格納用NAS または HDD NAS(Network Attached Storage) ネットワーク対応HDD - RAID5 推奨 -

*6) 店舗セレクト PC CPU：インテル ® Core™ i3 プロセッサー 以上
OS：Windows® 10 以上
メモリ容量：8.0GB 以上　／　HDD容量：10GB 以上の空き容量

データベースソフトウェア Microsoft® SQL Server®

※Microsoft, Windows は米国 MicrosoftCorporation の米国及び他の国における登録商標です。　※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Smart PhotoStudio
データベースサーバー

本部写真格納用
NAS または HDD

店舗写真格納用
NAS または HDD

本部（自社ラボ） 店舗

株式会社電算インフォメーション

〒422-8055　静岡市駿河区寿町 6-34

https://www.d-info.co.jp/smartphotostudio
dic-package@d-info.co.jp

パッケージソフトメーカーとして全国に販売展開、パッケージソフトを通じて業務改善をお手伝いします。

機能一覧
・予約タイムテーブル　・施設予約　・衣装予約　・予約検索　・衣装検索　・スタッフシフト登録　・予約家族登録　
・受付処理　・予約一覧表　・受付伝票 ( 受付カード )　
◎Google カレンダー連携◆　◎衣装詳細検索　◎ウェブ予約連携◆　◎衣装レンタル◆

・家族情報　・会員情報　・予約履歴　・発注履歴　・やりとり履歴　・顧客検索　・DM発行　
◎CTI 連動　◎カスタマバーコード印字　◎会員詳細管理　◎撮影画像添付メール送信◆　◎一括メール送信◆

・写真セレクト　・シューティング機能　・スライドショー　・サムネイル表示　・セレクト状態保存　・ファイルコピー
・ファイル転送　・インデックス印刷　・発注入力　・入金入力　・発注検索　・発注書　
・発注内容 ( セレクト伝票 )　◎MY PHOTO PAGE 連携◆

・作業工程検索　・仕上りカレンダー　・作業工程一覧表
・目標入力　・スケジュール管理　・売掛金管理　・売上日報　・売上集計表　・売掛金残高一覧表　
・マーケティング資料　・衣装統計
・店舗マスタ　・商品マスタ ( セット商品マスタ )　・撮影目的マスタ　・スタッフマスタ　・衣装マスタ　など

* ◎：オプション機能／◆：インターネット接続環境が必要です。

クラウドサーバープランでの運用も可能です（データベースサーバー・クラウドホスティングサービス）
店舗 ( 社内 ) にサーバー機 (H/W) を設置する必要がなく、初期導入コストを削減できます。
システムに登録したすべての情報は、クラウドサーバーに保存されますので、万が一の時も安心です。

054-289-2218 ／ Fax 054-289-2209

予約

顧客

写真セレクト発注

作業工程

運営経営

マスタ


