
予約受付から来店管理までをもっとスムーズに。

無料から始められる多機能予約システム

サーバーのことは全部丸投げ
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会社概要

社名

代表取締役

設立

所在地

事業内容

企業理念

ミッション

株式会社ビヨンド

原岡昌寛

2007年4月4日

【大阪】〒556-0011 大阪府大阪市浪速区

難波中1-10-4 南海難波SKビル 3F

【横浜】〒231-0005 神奈川県横浜市中区

本町6-52 本町アンバービル3-D

【四国】〒778-0002 徳島県三好市池田町

マチ2475（旧政海旅館内）

サーバー事業・システム開発・Webサービス事業

共に創り支え続ける

世界を少し「楽」にする



世の中を少し楽にすること、少し楽しくすること。
ちょっとの「楽」を積み重ねて大きな楽、大きな楽しみを作り社会に貢献します。

クラウドサーバ設計・構築

クラウドサーバ運用保守

クラウドサーバ保守

負荷試験サービス

セキュリティ対策関連

クラウドサーバ費用見直し

その他サーバー関連

ソーシャルゲーム API開発

Web API開発

管理ツール開発

アプリ監視システム

Webサイト監視システム
Appmill

多機能予約システム

EDISONE

事業内容

サーバー事業 システム開発事業 Webサービス事業



■企画・開発・運営を自社内で行うWebサービス

EDISONE（エジソン）は、自社内でサービス企画・開発・運営までを行っ

ています。すべてが自社内のリソースで一元管理されていることで「細

やかなサポート体制」や「機能追加・改善」などバージョンアップ対応の

早さが実現します。

■ クラウドサーバー構築・運用事業において

10年以上の実績

クラウドサーバーの設計・構築、24時間365日のサーバー運用保守・監

視で10年以上の実績があるサーバー会社が１から企画・開発している

Webサービスです。システムはSSL通信で暗号化されている為、顧客情

報のセキュリティも万全で、安心してお使いいただけます。

概要



業種や店舗規模を選ばず誰でもカンタンに予約ページが作れます

＜お客様＞

Web予約ページから
予約

＜管理ページ＞

予約受付・顧客情報・決済状況
スタッフシフト等のデータを一括管理

＜オーナー様＞

管理ページから予約状況を
どこにいても確認可能



予約管理・顧客管理

スタッフ・シフト管理

事前カード決済・売上管理 外部サービス連携

レスポンシブ対応

自動メール配信・管理

予約は先着順・承認制と設定が可能。電話

予約の場合も管理画面に沿って予約を受け

付けられます。

スタッフ管理・シフト登録も可能です。スタッフ

に管理権限を持たせ副管理者として運営の

お手伝いをしてもらえます。

予約と同時に決済まで完了できます。事前決

済を受け付けることで当日キャンセルを大幅

に減らすことができます。

予約日が近づいた際のリマインダーメールや

来店後のサンキューメールなど顧客へのアプ

ローチも可能です。

すべてのデバイスから管理ページの閲覧と

編集が可能です。

Googleカレンダー連携やFacebook予約、

SNSシェアボタンの設置など外部サービスと

連携し、さらに便利に利用可能です。

基本機能で対応できない独自の予約ルールや会員制度がある場合、カスタマイズプランにて開発を加え、専用シ

ステムをご用意することも可能です。

主要機能



業種によってフォームが選べる
10個の予約タイプ

※予約以外にチケット取得が可能なタイプをご用意しております。

無料から展開する
6段階の料金プラン

※ プランアップ・ダウンは繁忙期に合わせ対応可能です。

お店の公式サイトがなくても
テンプレートから簡易HPを作成

※ 2021年1月現在５つのテンプレートを展開しています。

「どの予約タイプが合うかわからない」「予約ページや店舗HPを試用したい」
「設定項目を確認したい」「管理ページを確認したい」など・・・

無料プランからじっくりエジソンをお試し頂けます。

特徴①



■バックヤード業務の一元化

予約状況や顧客情報の管理を一元化することで業務コストの軽減、リピーターの増加、売上アップが見込めます。

■日本語以外の言語に切替できる機能

インバウンドマーケティングに対応すべく多言語切り替え機能を搭載。中国語（繁体字・簡体字）・韓国語・英語に対応しており

メニュー詳細や料金、所要時間など日本人以外にも伝わりやすい設計です。

■ 決済機能付きでノーショー予約を回避

ベーシックプラン（4,980円/月）以上で決済機能が付与され、予約と同時に決済まで行うことができるので、当日キャンセルや

ノーショー予約（来店しない）を軽減することができます。

■ 苦手意識を感じさせない易しい管理ページ

管理ページはPC操作に不安がある方にも易しい設計になっております。

特徴②



・ 営業時間外の予約を受け付けられず、機会損失を生んでいる可能性がある。

・ 競合他社がネット予約の導入を進めており、離反を生んでいる可能性がある。

・ 顧客管理によるフォロー活動が行われておらず、機会損失を生んでいる可能性がある。

予約受付業務

・ 電話の予約対応に手を取られ、予約数も増加傾向で業務を逼迫している。

・ 予約を受け付ける度、予約台帳に転記しているが、人為的ミスが度々発生している。

・ 予約受け付けの際、スタッフへの割り当て作業に負荷がかかっており、

予約変更やキャンセルの対応に手間がかかっている。

各業務において「予約システム」を導入・活用することで、次のような課題の解決を図ります。

集客・売上
管理業務

・ 予約可能な時間帯を好きなタイミングで確認できない。

・ 予約の空き状況がわからないので、事前に予約できるかどうか確認したい。

・ 予約の電話が繋がらなかったり、繋がっても予約の空きが無いケースがある。

顧客満足度

ユーザーベネフィット



電話予約受け付けの場合、予約数増加とともに、予約受け付けやキャンセルの

対応など、現場の業務負荷が高くなる。

また予約後の顧客情報は即時スタッフと共有が難しい。

課題①

課題②

インターネットやスマートフォンの普及と同時に、お客様にとって

簡単で便利なネット予約のニーズが高まっている。

また非接触のサービス展開により予約もWeb受付が主流になっている。

目的

予約受付業務の効率化や顧客の利便性向上を目的として、予

約管理システムの導入が必要

課題と目的



予約タイプについて

サーバーのことは全部丸投げ



エジソンでは、業種に合わせた受付フォームを10タイプご用

意しています。(※ 内1種は予約受付とは異なります。) タイ

プによって予約条件が異なるため、業種に合った予約タイプ

をお選び頂けます。またベーシックプラン以上で複数の予約

ページを運用可能な「複数店舗機能」があり、異なる予約タ

イプで複数予約ページの運用が可能です。※最近では新型

コロナ感染症拡大を受け、非接触サービスが主流となり、テ

イクアウトが可能な受付タイプやチケットを発行できるタイプ

をリリースしております。

予約タイプ（予約フォーム）



【シンプルタイプ】は「メニューと日時を選ぶだ
け」の簡潔な予約タイプです。

クリニックや個人事業主様に導入いただくケー
スが多くなっております。

■おすすめ店舗：
詳細な選択肢は不要で来店予約をメインとし
ている店舗様

シンプルタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・店舗名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼ メニュー

・メニュータイトル、説明
・所要時間
・料金

▼時間

・営業時間
・休憩時間
・定休日
・独自タイムテーブルの設定可能
（予約時間枠の固定）

デモページ

https://simple1.edisone.jp

https://reluxmiyo.edisone.jp

https://simple1.edisone.jp/
https://reluxmiyo.edisone.jp/


【サロンタイプ】はスタッフ指名が可能でシフト
に合わせた予約受付ができるタイプです。同
時受付の上限人数もその日の出勤数に合わ
せ自動調整可能です。（指名なしフリー予約も
受付可能）

美容サロンやカウンセリング、占い等のスタッ
フ指名を行う店舗様で導入いただくケースが
多くなっています。

■おすすめ店舗：
予約にスタッフ指名が必要、またはシフトによ
って予約受付可能数・時間が変動する

サロンタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・店舗名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼ メニュー

・メニュータイトル、説明
・所要時間、料金

▼時間

・営業時間、休憩時間
・定休日

▼ スタッフ

・通知先メールアドレス
・対応可能メニュー
・シフト登録

デモページ

https://salontype3.edisone.jp

https://kogao-edisone.edisone.jp

https://salontype3.edisone.jp/
https://kogao-edisone.edisone.jp/


【飲食店タイプ】はコース選択や来店人数入力、
座席選択にて予約受付が可能なタイプです。

規模に関わらず飲食店様、Bar経営などされ
ている店舗様で導入いただくケースが多くなっ
ています。

■おすすめ店舗：
複数人の予約受付、事前の座席指定、コー
ス・数量指定が必要な店舗様、また貸切予約
を受付けられている店舗様

飲食店タイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・店舗名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼ メニュー（コース）

・メニュータイトル、説明
・所要時間、料金

▼時間

・営業時間、休憩時間
・定休日

▼座席

・テーブル席やカウンター等の座席登録

デモページ

https://dining.edisone.jp

https://buffet-cafe.edisone.jp

https://dining.edisone.jp/
https://buffet-cafe.edisone.jp/


【スクールタイプ】はメニューと予約枠を選択し
受付を行うタイプです。オンライン開催にも適
応しています。

同時間に複数予約枠を展開できる為、スクー
ル関連企業様やセミナー開催される企業様、
ヨガ等の店舗様に導入いただくケースが多くな
っています。

■おすすめ店舗：
複数メニューの予約枠取り扱いが必要、オン
ライン開催を行う、定員数がある

スクールタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・店舗名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼ 科目（メニュー）

・科目タイトル、説明
・所要時間、料金
・定員数
・オンライン開催時接続先URLとパスワード

▼時間（カリキュラム）

・営業時間、休憩時間、定休日
・科目ごとの開催日時設置

デモページ

https://schooltype4.edisone.jp

https://schooltype2.edisone.jp

https://schooltype4.edisone.jp/
https://schooltype2.edisone.jp/


【施設タイプ】は展開されたメニュー（スペース）
と利用時間を選択し、予約日時を選択するタ
イプです。

貸会議室やレンタルスペース、レンタルギャラ
りーなどのフリースペース貸を行う企業様に導
入いただくケースが多くなっています。

■おすすめ店舗：
スペースの時間貸しを行う、複数のスペースを
提供している

施設タイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼会社情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼ 施設（メニュー）

・施設タイトル、説明
・料金プラン（○時間あたり○○円）
・料金プランから選択 or 自由に時間選択

▼時間

・営業時間、休憩時間
・定休日

デモページ

https://room2019-2.edisone.jp

https://gallery.edisone.jp

https://room2019-2.edisone.jp/
https://gallery.edisone.jp/


【イベントタイプ】はイベント開催に適していま
す。開催されているイベントの中から参加した
いイベントを選択するタイプです。

期間限定の季節イベントや大規模セミナー等
を開催される企業様に導入いただくケースが
多くなっています。

■おすすめ店舗：
開催会場の情報を記載したい、複数日のイベ
ント開催、アクセス情報、オンライン開催

イベントタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼主催者情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先

▼ イベント（メニュー）

・施設タイトル、説明
・開催日（時間単位、日単位可能）
・料金
・予約受付開始日
・定員数
・イベント中止機能

▼時間

・主催会社営業時間、休憩時間
・定休日

デモページ

https://event-type3.edisone.jp

https://event-type4.edisone.jp

https://event-type3.edisone.jp/
https://event-type4.edisone.jp/


【レンタルタイプ】はネットレンタル想定した予
約タイプです。メニューと数量、レンタル期間を
選択し予約します。

ネットレンタルでゴルフ用品やベビー用品、ブ
ランドバッグなどを提供される店舗様に導入い
ただくケースが多くなっています。

■おすすめ店舗：
商品数が多い、数日レンタルを許可、送料設
定が必要、在庫管理が必要

レンタルタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先（有料プランで複数登録可）

▼商品（メニュー）

・商品名、説明
・レンタルプラン（○日で○○円）
・在庫数

▼時間

・営業時間、休憩時間

・定休日

▼その他予約設定

・商品の複数選択許可

・レンタル期間の固定または自由選択
・送料など

デモページ

https://rental4.edisone.jp

https://rental2.edisone.jp

https://rental4.edisone.jp/
https://rental2.edisone.jp/


【テイクアウトタイプ】は飲食店のテイクアウト
予約が可能なタイプです。商品毎の在庫数や
お一人様の注文数上限を設定できます。

新型コロナ感染症拡大に伴い、これまでにテ
イクアウトを行っていなかった飲食店様もテイ
クアウトを開始する為に導入いただくケースが
多くなっています。

■おすすめ店舗：
日時を指定して商品を受け取る予約を受付け
る店舗様

テイクアウトタイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先

▼ メニュー

・商品名、説明
・料金
・在庫数
・お一人様の注文上限

▼時間

・営業時間、休憩時間

・定休日

デモページ

https://takeout.edisone.jp

https://takeout2.edisone.jp

https://takeout.edisone.jp/
https://takeout2.edisone.jp/


【チケットタイプ】はお店で提供する商品やサ
ービスを受けられるチケットを発行するタイプ
です。

新型コロナ感染症拡大に伴い、経営が難しく
なりつつある店舗様を応援する為、常連様が
未来の来店を約束する未来チケットを入手す
るべく誕生したタイプです。飲食店様に導入い
ただくケースが多くなっています。

■おすすめ店舗：
来店日時を指定せずサービスを受ける権利の
みを先行で提供する店舗

チケットタイプ

< 予約画面例>
＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先

▼チケット（メニュー）

・チケット名、説明
・料金
・有効期限
・チケット発行開始日
・発行数
・利用可能回数（1回で無効など）

▼ 時間

・営業時間、休憩時間

・定休日

▼その他

・数量指定ありなし

デモページ

https://ticket.edisone.jp

https://ticket2.edisone.jp

https://ticket.edisone.jp/
https://ticket2.edisone.jp/


【宿泊タイプ】は日を跨いだ宿泊予約に最適な
予約タイプです。施設毎の料金プラン・予約可
能期間などを展開可能です。

新型コロナ感染症拡大に伴い、密を避けるア
ウトドア需要が高まりっており、キャンプ場運
営企業様に導入いただくケースが多くなってい
ます。

■おすすめ店舗：
キャンプ場や空き施設の宿泊などを受け付け
られている店舗様

宿泊タイプ
< 予約画面例>

＜予約受付開始に必要な主な設定＞

▼店舗情報

・社名や住所
・問い合わせ先（TEL / E-mail）
・予約受付通知先

▼施設（メニュー）

・施設名、説明
・施設毎の料金プラン設定
・プラン名、説明
・料金（◯日間 / ◯円）
・人数制限（1予約◯名様まで）
・曜日（宿泊可能曜日）
・宿泊可能期間（期間限定の場合）

▼時間

・営業時間、休憩時間

・定休日

▼その他

・人数入力ありなし

デモページ

https://ticket.edisone.jp

https://ticket2.edisone.jp

https://ticket.edisone.jp/
https://ticket2.edisone.jp/


■ 基本予約型

予約条件の選択肢が1ペー

ジに集約された縦長の予約
フォームです。

■ ステップ予約型

予約条件の選択肢が１ペー
ジ毎、横にスライドしていく
複数枚構成の予約フォーム
です。

※テイクアウトやチケットなど一部の予約タイプではステップ型のみの提供となります。

予約フォームはお好みで選択可能



■かんたんモード ■通常モード

スマートフォンのアプリのように

大きく分かりやすいボタンで表示されるかんたんモード

予約状況やページへのアクセス統計が一目でわかる通常モード

管理ページ ダッシュボードモード

管理ページにログイン後、最初に表示されるダッシュボードは上記の2種から表示モードの選択が可能です。機能について不明点があった場合
には機能毎に「？」マークをクリックするかヘルプをご確認ください。
現在の予約ページや店舗HPの状態は「プレビュー」から確認可能です。



■オリジナルメール配信機能(ベーシックプラン以上)

最大30の配信メールテンプレートのセットが可能です。（メール配信先の件数は「無制限」です）また自

動メール配信の機能では「日時指定」「顧客グループ」へ自動配信させることも可能です。これにより事

前確認～アフターフォローまで自動メールの設定が可能です。

■利用規約編集

Webで店舗予約させる際に表示させる利用規約を、店舗独自の文言で編集することができます。店

舗予約時における注意事項などを予約時に表示させることが可能です。

※ EDISONE予約のサービス自体の利用規約を消去することはできません。

■ホームページ機能

予約ページとは別に、予約メニューや店舗説明、営業時間などが記載された簡易ホームページ

をご用意しております。全5種のテンプレートからお選びいただけます。不要な場合はこのページ

の非表示も可能です。

その他機能



■外部からの攻撃への対策

・第三者の数々のセキュリティ認証機関をクリアした、クラウド型サーバーを採用（データセンターは国内）

・WAF・IPS・DDoS対策システムなどを設置し、不正な通信の遮断を24時間365日の体制で実施。

■データ暗号化

・顧客情報などの機密情報は暗号化して保存。

・暗号化キーは会社ごとに異なるものを使用しているため、万が一のことがあっても、容易には解読不可。

・データベースが暗号化されているため、当社エンジニアも運用上、見ることができません。

■社内の運用体制

・数多くのWebサービスのシステム開発・サーバー構築に携わってきた実績から、ベンチャーながら社内の運用・アクセス権管

理などは厳格に管理。

・データベースや暗号化キーなど、 情報セキュリティ上重要なものへのアクセスは、開発責任者でしかアクセス不可。

・サーバーのセキュリティアップデートは、緊急度に応じて適切なタイミングでアップデート。

セキュリティ



■既存ページから予約ページへ遷移

いまお使いのホームページやブログがあれば、ダッシュボードにある予約ボタンやQRコードをコピー＆ペーストで予約ページへの

導線を作ることが可能です。

ブログパーツ

予約ボタン QRコード

予約ページURL



EDISONE機能

初期費用 0円 リマインダーメール配信 〇
SSL通信

(全ページ)
〇 複数アドレス通知

〇
ベーシックプラン

以上

月額費用
0円～ 9,800円
(税込 10,780円)

サンキューメール
自動配信

〇 顧客一括登録 (CSV) 〇
オリジナル

配信メール作成

〇
ベーシックプラン

以上

月間予約確定数
30件〜2,000件
プランにより
異なる

臨時休業・休日対応 〇
顧客管理項目

追加
〇 Webhook連携 〇

顧客管理数
150件〜10,000件

プランにより
異なる

オプション商品
設定

〇
ログインユーザー

サブ管理者追加機能
〇

クレジットカード
事前決済機能

〇
ベーシックプラン

以上

スタッフ・シフト
管理

〇
予約時入力項目

設定
〇

顧客宛名
ラベル印刷

〇
マイページ機能

(予約ユーザー側)
〇

ホームページ
自動作成

〇
顧客カテゴリー

機能
〇

顧客宛名
はがき印刷

〇
予約ページ埋込み

（iframe）
△

動作保証なし

EDISONE

ポータル掲載
〇 シフト表印刷 〇

予約画面
カレンダー表記

〇
QRコード
埋め込み

〇

一斉メール配信 〇 データ保存期間 無制限 商品管理機能 〇
Facebook

ログイン
(管理店舗側)

〇

誕生日メール配信 〇
スマートフォン・
タブレット対応

〇
商品カテゴリー

機能
〇

予約データ
CSV出力

〇

複数店舗管理
〇

ベーシックプラン
以上

ディスプレイ広告
〇

ベーシックプラン
以上

多言語対応
(英・中・韓)

〇
ベーシックプラン

以上

操作サポート
(平日11時～19時)

〇

無料

トライアル
付き！

機能について



毎月プラン変更可能です。繁忙期のみプランアップするなど柔軟な変更にも対応しております。

※ご利用料金のお支払いは基本クレジットカード決済ですが、年額一括払いのみ請求書払いで対応しております。

（※年額途中解約不可）

https://edisone.jp/i/price料金プラン（基本プラン）

https://edisone.jp/i/price


■カスタマイズプラン（開発仕様）

https://edisone.jp/blog/customizeplan

概要 ：汎用的な仕様の基本プランの機能を基に

必要機能を実装・付与する開発プランです。

初期費用：御見積（平均100万〜300万）

月額費用：43,780円(税込)～、サーバー費用 5,500円(税

込)～

契約期間：12ヶ月毎に更新

フォーム：基本プランの全10タイプから1つ基盤を

選択し開発を加えます。

導入 ：開発規模による（平均3ヶ月〜）

【カスタマイズプラン（開発プラン）】とは【基本プラン（フリー～アドバンスプラン）】を基に独自の予約システムを構築する開発プランと

なっており、スクラッチ開発でシステムを構築するよりもエジソン予約の基本機能から開発を加えることにより他社様より開発コストを

抑えたシステム導入が可能となっております。

https://edisone.jp/blog/customizeplan料金プラン（カスタマイズプラン）

■エジソン基本料金プラン（基本仕様）

https://edisone.jp/i/price

概要 ：汎用的な仕様のクラウド予約受付・管理・

決済システムです。

初期費用：なし

月額費用：基本プランとしてフリープラン（無料）～

アドバンスプラン（10,780円税込）を展開

契約期間：制限なし

フォーム：全10タイプの予約タイプから自由選択

導入 ：アカウント開設後、即利用可能

https://edisone.jp/blog/customizeplan
https://edisone.jp/blog/customizeplan
https://edisone.jp/i/price


■有料プランの課金日について

有料プランは毎月1日の「先払い請求」です。1日にお支払いが確認できたアカウントから順に「月間予約件数」や「有料プラン限定機能」が確定

します。

■ プランアップ・ダウンについて

エジソンではお店の状況に合わせてプランのアップ・ダウンをご自由に行っていただけます。

▼ プランアップ

現在加入中プランとの差額が即時請求され、お支払いが確定次第、即プラン変更します。予約確定数が圧迫した場合などにすぐ変更頂けます。

▼ プランダウン

翌月から反映されます。ダウンするプランの月間予約確定数を上回っている場合や、顧客管理数（累計）が上回っている場合、または未処理

（振込申請前）の売上がある場合などはプランダウンできません。

料金プランお支払いについて

初回有料プランの導入時はどのプランでも「無料トライアル期間」が付与されます。トライアルは「導入月」のみ適応されます。例

えば、1月にベーシックプランを導入された場合は1月末まで無料でご利用いただけます。

トライアル期間中に導入したプランから他の有料プランに移動された場合は即時請求となりますのでご注意ください。（※ベーシック

プランからライトプランに変更した場合など）



■標準決済

プラン ：ベーシックプラン以上で利用可能

審査 ：なし（Pay.jp）

決済可能ブランド：VISA・Mastercard

利用開始 ：導入日から即日

決済手数料：4.7％

振込手数料：500円

その他費用：なし

※売上は5,000円を超えると任意のタイミングで振込申請が

可能。月末までの申請で翌月15日（土日祭日は翌週の平

日）に指定口座へ入金します。

https://edisone.jp/help/step_detail/121

決済機能について

エジソンでは予約時にお客様に決済していただく方法として 「クレジットカード決済」が可能です。事前決済機能は【ベーシックプラン

（5,478円/月税込）】以上で利用可能な『標準決済』と【アドバンスプラン（10,780円/月税込）】で利用可能な『拡張決済』をご用意し

ております。※キャッシュレス決済には対応しておりません。（2021年4月時点）

■拡張決済

プラン ：アドバンスプランで利用可能

審査 ：あり（ソフトバンクペイメントサービス）

決済可能ブランド：VISA・Mastercard・JCB・

Amex・Diners・銀聯・Alipay ※審査により異なる

利用開始：数週間（審査、環境構築、アカウント発行等）

決済手数料：4.0％

振込手数料：なし

その他費用：月額税抜3,000円（売上相殺）/初期1万円〜

※売上はSBPSから入金されます。入金日、月額の総額な

ど詳しくはSBPSへお問い合わせください。

https://edisone.jp/help/step_detail/122

https://edisone.jp/help/step_detail/121
https://edisone.jp/help/step_detail/122


アカウントと運用店舗数について

アカウント

ログインID：info@example.com

パスワード：test1234

フリープラン〜ライトプランの場合

1アカウントにつき１店舗の運用が可能

アカウント

ログインID：info@example.com

パスワード：test1234

ベーシックプラン以上の場合

1アカウントにつき複数店舗の運用が可能

※プランによって店舗作成数に制限あり

店舗①

店舗ID：shop1

シンプルタイプ

店舗②

店舗ID：shop2

サロンタイプ

店舗③

店舗ID：shop3

施設タイプ

店舗④

店舗ID：shop4

飲食店タイプ

店舗⑤

店舗ID：shop5

レンタルタイプ
●選べる予約タイプは１店舗につき1タイプ
●１店舗＝管理ページ・予約ページ・店舗ページのセット
●予約ページURL = https://edisone.jp/ 〇〇(店舗ID)

●店舗ページURL = https://〇〇(店舗ID).edisone.jp

●管理ページURL = https://edisone.jp/ str

店舗

店舗ID：shop1

シンプルタイプ

●店舗数分の管理ページや予約ページが作成される
●ログイン時は必ず１店舗目に移動し、その後他店舗に切替可能
●スタッフにログイン権限を付与し1つの店舗にしかログイン
しないようにすることが可能



他社サービスと比較しても遜色ない多機能なシステムを低コストでをご利用いただけます。

エジソン
（アドバンスプラン）

A社
（ゴールドプラン）

B社
（プラチナプラン）

C社
（プロプラン）

月額費用（税抜）
9,800円

（税込 10,780円）
10,000円

（税込 11,000円）
30,000円

（税込 33,000円）
13,000円

（税込 14,300円）

月間予約件数 2,000件 1,000件 3,000件 5,000件

顧客登録件数 10,000件 無制限 無制限 50,000件

追加従量課金 なし
あり

※ メール配信料金
なし 不明

多言語対応

5言語
（日・英・

中国繁体・中国簡体・韓）
※すべて常時で利用可能

6言語
（日・英・

中国繁体・中国簡体・韓・
タイ）

※ 2言語から選択必要

3言語
（日・英・韓）

×

iframe 埋め込み 〇 ×
△

※別途、追加料金
×

メルマガ・DM機能・
オリジナルメール

〇
△

※配信数の制限あり
〇 不明

予約データCSV出力 〇 〇 〇 〇

常時SSL通信 〇 〇 〇 〇

顧客項目カスタマイズ 〇 × × ×

カード決済手数料 4.7％ 4.9% 4.9% 3.6％

他社比較



■ ご利用ガイド

https://edisone.jp/help/step

■ EDISONE ブログ

https://edisone.jp/blog

■ ご利用規約

https://edisone.jp/i/rule

■お問い合わせ

https://edisone.jp/help/contact

■サービス開発・運営

株式会社ビヨンド https://beyondjapan.com

いつでもお気軽に

お問い合わせください。

EDISONE サポートデスクが

サポート致します。

サポート

https://edisone.jp/help/step
https://edisone.jp/blog
https://edisone.jp/i/rule
https://edisone.jp/help/contact
https://beyondjapan.com/

