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やまっち事業者運用イメージ 

 

他社商標について 

 QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

事業者画面へのアクセス方法 
事業者情報の操作画面への接続方法及び、認証方法について解説します。 

 

接続用インターネットアドレス 

以下のアドレスに接続すると認証用の画面が表示されます。 

・https://www.yamatch.biz/manage/companies/   

　山口商工会議所

事業者

各種情報登録・編集
各店舗で使用される来店、お買い物用QRコードを印刷、配布

③各種情報登録・編集

　QRコード掲示
　　来店ポイント用

　　クーポン用

　　お買い物ポイント用

　タイムセール掲示

他の参加店舗

店舗 来店ポイント用

QRコード掲示

（店頭、入口付近 印刷物掲示）

クーポン用

QRコード掲示

（レジ店員がスマホ等で表示）

お買い物ポイント用

QRコード掲示

（レジ内、会計後提示）

（印刷物掲示）

「特集」作成・登録

来店、お買い物ポイント用

QRコード印刷物

店舗情報登録

商品情報登録

クーポン登録

タイムセール登録

①事業者登録申し込み

店舗情報・商品情報

クーポン・タイムセール

登録支援依頼

②事業者登録・ID/PW発行

季節・地域イベント等特集企画

来店、お買い物ポイント用

QRコード印刷

https://www.yamatch.biz/manage/companies/
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認証（ログイン）方法 

 

 

 

 

  

 

ユーザ ID とパスワードを入力 

ユーザ ID とパスワードを入力後、 

[ログイン]を選択してください。 

認証後に各機能が操作可能となりま

す。 

認証画面表示直後 
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画面構成について 
事業者用の画面はインターネットで動作するＷｅｂアプリケーションとして提供されており、パソコンのブラウザソフトやス

マートフォンを始めとする各種モバイル機器で使用する事が可能です。 

ご利用の機器によっては画面のレイアウトに違いがでる場合がありますが、項目・機能は全て共通となっています。 

本マニュアルで例示している画像は主にスマートフォンの画面サイズで作成されています。 

 

メニュー画面構成 

このメニューはスマートフォンなど画面サイズが小さい機器で表示した場合の例です。 

パソコンなど画面サイズが大きい機器でご利用の場合は画面の左側にサイドメニューとして表示されます。 

 

 

 

 

 
 

  

ログインしている事業者名と現在表示している画面名が表示されます。 

この三本線の部分を選択するとメニューが表示されます。 

メニューが表示された状態で選択すると、メニューが非表示にな

ります。 

 

パソコンなど大きい画面サイズの場合は左にサイドメニューが表

示され、右上の三本線の部分は表示されなくなります。 

各メニューの項目は大まかな機能ごとにまとめられています。 

 

1. 事業者情報 

2. 店舗情報 

3. 商品情報 

4. クーポン情報 

5. タイムセール情報 

6. 特集情報 

7. 事業者登録・利用約款 

[ログアウト]を選択すると操作画面を終了して、初期の認証画面

に移動します。 

 

ご利用を終える際は、[ログアウト]を選択してから終了してくださ

い。 



やまっち操作マニュアル 

 

 6 / 22   

 

1. 事業者情報 
 

事業者に関する項目がまとめられています。 基本的に事業者情報は商工会議所にて登録されますが、内容の確認及

び変更が必要な場合は修正する事ができます。 

また、事業者に対してアプリ利用者からのダイレクトメッセージを確認し、そのメッセージに対して返事を送る事もできま

す。 

掲示板としてアプリ全体に対するメッセージを利用者から発信する事も可能で、全ての事業者がメッセージの閲覧及

び、メッセージへの返事を書くことができます。 

 

1.事業者情報 – 1-1.新規登録 

事業者の[新規登録]は商工会議所が実施しますので、新規登録画面を表示する事は出来ません。 

[新規登録]を選択した場合は事業者一覧が表示され、ログイン中の事業者の情報が表示されます。 

 

1.事業者情報 – 1-2.事業者一覧 

事業者の情報が表示されます。 表示されている事業者名を選択する事で[事業者詳細]画面に移動します。 

 
 

1.事業者情報 – 1-2-1.事業者詳細 

事業者詳細画面は登録されている事業者に関する情報が表示されます。 

登録されている事業者情報を確認する事が出来、この画面から[商品登録],[事業者変更]画面へ移動する事ができま

す。 

なお、商品を登録するためには事前に[店舗情報]を登録する必要が有ります。 詳細につきましては、対象の項で説明し

ます。 

[事業者変更]は後から事業者情報を変更する必要が生じた場合に使用します。通常は使用する場面は少ないと思われ

ます。 

 

  

事業者名の選択する事で[事業者詳細]

画面に移動します。 
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 [以下は事業者詳細の画面の一部です。] 

 
 

1.事業者情報 – 1-3.ダイレクトメッセージ 

ダイレクトメッセージ画面は事業者と利用者の 1対 1のメッセージです。 

表示されている行の閲覧を選択することで、【ダイレクトメッセージ閲覧・返信】画面に移動します。 

  

  

[店舗登録] 

 店舗登録後に商品登録を行う事ができます。 

別の項にも登録メニューが用意されています。 

[事業者変更] 

 登録済みの事業者情報を変更できます。 

[戻る] 

 前の画面に戻れます。 

下部は省略していますが、事業者詳細情報が

表示されます。 

[先頭ページ] 

先頭のページに移動できます。 

[前ページ] 

 前のページに移動できます。 

[次ページ] 

 次のページに移動できます。 

閲覧を選択する事で内容の確認、及び返事を

書くことができます。 
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1.事業者情報 – 1-3.ダイレクトメッセージ 閲覧・返信 

ダイレクトメッセージ 閲覧・返信画面は事業者毎の利用者と事業者の会話が表示されます。 

 

 

1.事業者情報 – 1-4.やまっち掲示板 

やまっち掲示板はアプリ全体に対するご意見などを利用者から受け付けます。 

表示されている行の閲覧を選択することで、【やまっち掲示板閲覧・返信】画面に移動します 

必要に応じてメッセージを入力して返事を書くことができます。 

 

 

  

[ダイレクトメッセージへの返事を書く]を選択し

て、利用者に返事を書くことができます。 

[先頭ページ] 

先頭のページに移動できます。 

[前ページ] 

 前のページに移動できます。 

[次ページ] 

 次のページに移動できます。 

閲覧を選択する事で内容の確認、及び返事を

書くことができます。 
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1.事業者情報 – 1-4.やまっち掲示板 閲覧・返信 

やまっち掲示板 閲覧・返信画面はメッセージの詳細と変更を書く画面が表示されます。 

 
 

 以上で事業者情報に関する項目の説明を終わります。 

 

やまっち事業者機能の関係図 

やまっちの機能の関係を図にまとめるとこのようになります。 

 

  

やまっち管理

山口商工会議所

特集

やまっち掲示板

事業者情報

ダイレクトメッセージ

クーポン

タイムセール

店舗

商品

[返事を書く]を選択し、必要に応じてメッセージ

を入力して返事を書くことができます。 

アプリ利用者が全体的な事柄についてメ

ッセージを投稿する機能 

タイムセールとクーポンは事業者単位で

設定します。 

*新規登録を行う事で利用者のアプリに

通知が届きます。 

アプリ利用者が事業者に対してメ

ッセージを送信する機能です。 

特集は山口商工会議所が必要に応じ

て設定するもので、ある特集が登録さ

れると、その特集には各店舗の商品を

含める事ができます。 

*特集に関わる操作は全て山口商工

会議所がおこないます。 

事業者は初めに店舗を登録する

事になります。 

 

店舗登録後は店舗に属する商

品などを登録する事になります。 
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2. 店舗情報 
 新規の事業者は店舗情報を登録する事からご利用の準備を始めることになります。 

 店舗情報の登録が完了しましたら、その店舗で取り扱う、商品、サービスなどを[3.商品情報]から登録する事になります。 

 

2.店舗情報 – 2-1.新規登録 

必要項目を入力して頂いて、店舗を登録してください。 

店舗に関する画像は 5枚まで登録することができます。 

登録する画像については横長の画像を推奨します。 

 

 
 

  

[事業者名] 

 記載済 

 [店舗名] 

 必須項目 

【店舗名（ひらがな）】 

 店舗検索の並べ替え時に必要 

【店舗画像】 

最大 5枚まで登録可能 

【アピールタイトル】 

 必須項目 

 [アピール文章] 

 必須項目 

【住所】 

 必須項目 

【駐車場】 

〇有り〇無し どちらか選択 

【駐車場情報】 

 任意項目 

【学区】 

 必須項目 

【カテゴリー】 

 任意項目 

 最大 3つまで登録可能 

【レビューの可否】 

 初期はチェックが付いている。 

 チェックを外すとレビューの書込みを禁止する 

【電話番号】 

 必須項目 

【FAX番号】 

 任意項目 

【開店時間】 

 必須項目 

【閉店時間】 

 必須項目 

【店舗関連 URL】 

 任意項目 
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2.店舗情報 – 2-2.店舗一覧  

登録した店舗は【店舗一覧】から確認することができます。 

 

 
 

2.店舗情報 – 2-3.店舗詳細 

店舗詳細画面は登録されている店舗に関する情報が表示されます。 

登録されている店舗情報を確認できます。またこの画面から[レビュー一覧],[店舗変更]画面へ移動する事ができます。 

 
 

 

 

 

  

店舗名を入力して店舗検索を選択し、絞り込

みを行います。 

 

検索後に再び全て表示するには、空にして再

度検索を実施します。 

店舗名を選択する事で[店舗詳細]画面に移動

します。 

[レビュー一覧] 

店舗のレビュー一覧を確認することができます。 

[店舗変更] 

 登録済みの店舗情報を編集できます。 

[戻る] 

 前の画面に戻れます。 

下部は省略していますが、店舗詳細情報が表示

されます。 
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2.店舗情報 – 2-3-1 店舗レビュー一覧 

 
 

 
 

2.店舗情報 – 2-4 店舗変更 

必要に応じて、登録済みの店舗の情報を変更する事ができます。 

 

  

アプリ利用者からのレビュー一覧が表示されます。 

 

必要に応じてレビューを編集する事が可能です。

レビューを編集する場合は、[編集]を選択してくだ

さい。 

アプリ利用者からのレビューで編集できるの

は、レビュー内容になります。 

レビュー内容をアプリから非表示にする場合

は、[チェックしてレビューを非表示にする]を利

用する事ができます。 

変更できる項目は店舗登録時の項目と同じに

なります。 

 

* 画面は一部分のみを表示しております。 
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3. 商品情報 
 

3.商品情報 – 3-1.新規登録 

店舗を登録している事業者は商品を登録することができます。 

必要項目を入力して頂いて、商品を登録してください。 

店舗に関する画像は 5枚まで登録することができます。 

登録する画像については横長の画像を推奨します。 

 

 

  

[事業者名] 

 記載済 

 [商品名] 

 必須項目 

【商品名（ひらがな）】 

 商品検索の並べ替え時に必要 

【商品画像】 

最大 5枚まで登録可能 

【商品アピールタイトル】 

 必須項目 

 [商品アピール文章] 

 必須項目 

【店舗関連 URL】 

 任意項目 

【おすすめフラグ】 

 チェックを入れると店舗のお勧め商品として 

  取り扱われます。 
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3.商品情報 – 3-2.商品一覧 

登録した商品は【商品一覧】から確認することができます。 

 

  

 

 

3.商品情報 – 3-3.商品詳細 

商品詳細画面は登録されている商品に関する情報が表示されます。 

登録されている商品情報を確認する事が出来、この画面から[店舗変更]画面へ移動する事ができます。 

 

  

商品名を入力して商品検索を選択し、絞り込

みを行います。 

 

検索後に再び全て表示するには、空にして再

度検索を実施します。 

 

商品名を選択する事で[商品詳細]画面に移動

します。 

[商品変更] 

 登録済みの商品情報を編集できます。 

 

[戻る] 

 前の画面に戻れます。 

商品詳細情報が表示されます。 



やまっち操作マニュアル 

 

 15 / 22   

 

3.商品情報 – 3-4.商品変更 

必要に応じて、商品の情報を変更する事ができます。 

 

 

  

[商品情報の変更] : 変更した内容をシステム

に登録します。 

[キャンセル] : 変更を登録せずに、前の画面

に戻ります。 

[キャンセルし一覧表示] : 変更を登録せずに、

店舗一覧画面に移動します。 

 

[商品の無効化] : 商品情報を無効化しアプリ

での取り扱い対象から除外します。 

 チェックを入れて、[商品情報の変更]を選択

すると商品が無効化されます。 

商品情報の変更は商品を登録する場合と同様

の項目を変更できます。 
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4. クーポン情報 
事業者はクーポンを登録する事でクーポン機能を使用する事ができます。 

クーポンを新規登録すると、１時間を目安に年齢、地域が該当する利用者のアプリに通知が届きます。 

4.クーポン情報 – 4-1.新規登録 

 

  

[クーポン名] 

 必須項目 

【クーポン名（ひらがな）】 

 クーポン検索の並べ替え時に必要 

【クーポン内容】 

 必須項目 

【クーポン説明】 

 必須項目 

【クーポン背景画像】 

任意項目 

【クーポン回数制限】 

 必須項目 

 0・・・無制限 

 [クーポン利用対象年代] 

 必須項目 

 無指定 

 10代未満・・・10代未満以上 

 10代・・・10代以上等 

【クーポン発行事業者】 

 必須項目 

【クーポン発行開始日時】 

 必須項目 

【クーポン発行終了日時】 

 必須項目 

【クーポン公開開始日時】 

 必須項目 

【クーポン公開終了日時】 

 必須項目 
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4.クーポン情報 – 4-2.クーポン一覧 

クーポン一覧からクーポン表示を選択する事で、クーポンが表示されます。 

クーポン名を選択する事で、登録したクーポン情報の詳細を確認する事ができます。 

 
 

 

 

 

4.クーポン情報 –クーポン QRコード作成 

選択されたクーポンの内容を表示されます。 

 

 

  

クーポン名を入力してクーポン検索を選択し、

絞り込みを行います。 

 

検索後に再び全て表示するには、空にして再

度検索を実施します。 

クーポン名を選択する事で[クーポン詳細]画面

に移動します。 

クーポンが表示されます。 

【印刷画面用の表示】 

印刷を実行するための画面が新たに表示さ

れます。 

【戻る】 

前の画面に戻れます。 
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4.クーポン情報 –4-4クーポン詳細 

クーポン詳細画面は登録されているクーポンに関する情報が表示されます。 

登録されているクーポン情報を確認する事が出来、この画面から[クーポン変更]画面へ移動する事ができます。 

 

 
 

 

  

[クーポン変更] 

登録済みのクーポン情報を編集できます。 

[戻る] 

 前の画面に戻れます。 

クーポン詳細情報が表示されます。 
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5. タイムセール情報 
事業者はタイムセールを登録する事でタイムセール情報をアプリに表示する事ができます。 

タイムセールを新規登録すると、１時間を目安に年齢、地域が該当する利用者のアプリに通知が届きます。 

5.タイムセール情報 – 5-1.新規登録 

事業者独自のタイムセールを掲載する際に使用します。 

 

 

  

【事業者名】 

記載済 

【タイムセール名】 

必須項目 

【タイムセール内容】 

必須項目 

【タイムセール説明】 

必須項目 

【タイムセール画像】 

任意項目 

【タイムセール開始日時】 

必須項目 

【タイムセール終了日時】 

必須項目 

【タイムセール公開開始日時】 

必須項目 

【タイムセール公開終了日時】 

必須項目 
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5.タイムセール情報 – 5-2.タイムセール一覧 

登録されているタイムセール一覧画面が表示されます。 

タイムセール名を選択すると、タイムセール詳細へ移動します。 

 

 
 

5.タイムセール情報 – 5-3. タイムセール詳細 

タイムセール詳細画面は登録されているタイムセールに関する情報が表示されます。 

登録されているタイムセール情報を確認する事が出来、この画面から[タイムセール変更]画面へ移動する事ができます。 

 

  

タイムセール名を入力してタイムセール検索を

選択し、絞り込みを行います。 

 

検索後に再び全て表示するには、空にして再

度検索を実施します。 

 

タイムセール名を選択する事で[タイムセール

詳細]画面に移動します。 

[タイムセール変更] 

登録済みのタイムセール情報を編集できます。 

[戻る] 

 前の画面に戻れます。 

タイムセール詳細情報が表示されます。 
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5.タイムセール情報 – 5-4.タイムセール変更 

 

 

 

  

[タイムセール情報の変更] : 変更した内容をシステム

に登録します。 

[キャンセル] : 変更を登録せずに、前の画面に戻りま

す。 

[キャンセルし一覧表示] : 変更を登録せずに、タイム

セール一覧画面に移動します。 

 

[タイムセールの無効化] : タイムセール情報を無効化

しアプリの取り扱い対象から除外します。 

 チェックを入れて、[タイムセール情報の変更]を選択

すると商品が無効化されます。 

タイムセール情報の変更は商品を登録する場合と同

様の項目を変更できます。 
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6. 特集情報 
 

6.特集情報 – 6-1.新規登録 

事業者は使用できません。特集一覧画面に移動します。 

 *新規登録は商工会議所が対応いたします。 

 

6.特集情報 – 6-2.特集一覧 

商工会議所にて設定された特集を参照する事ができます。 

*特集に関する事柄は商工会議所のみが取り扱う事ができます。 

 

 

 

 

 

 

7. 事業者登録・利用約款 
 

7.事業者登録・利用約款 – 7-1.やまっちアプリ事業者登録・利用約款 

アプリ利用申請時にご提示した利用約款を確認する事ができます。 

画像は画面の一部分を表示しています。 

 

  

特集名を入力して特集検索を選択し、

絞り込みを行います。 

 

検索後に再び全て表示するには、空

にして再度検索を実施します。 

特集名を選択する事で[特集詳細]

画面に移動します。 


