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■各項⽬の概要

反映イメージ

1

2

3

給与詳細表⽰機能について

[スマホ環境のみ]の表⽰です
給与詳細はSP(スマホ)環境でのみ表⽰されます。 
PC環境では表⽰されません。

給与詳細はお店情報の最上部に表⽰されます

1.給与保証
⽇給保証や体験保証などの保証の詳細を記載できます 
・最⼤【２つ】まで表⽰可能

２.バック⾦額
コース/⼊会⾦・指名料/オプションの 
バック⾦額を提⽰出来ます 
・ぴゅあらば掲載店舗の場合、システム⾦額を 
 ⾃動で反映することが可能です。 
・コースバックは【1つ】のみ表⽰可能

3.収⼊例
実際の収⼊モデルを提⽰することが出来ます 
・職業/時間帯/⽇数を選択可 
・⽉収/⽇給を選択可 
・コースバックは1つのみ表⽰可能 
・最⼤【4つ】まで登録可能 
※⾦額は1⽇あたりの平均内訳を記載
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■求⼈管理メニューからの遷移
操作⼿順

給与詳細バナーは求⼈管理ツールの上部に表⽰されます

➡
基本情報

現在【求⼈情報】に登録されている 
給与情報が表⽰されます

求⼈管理ツール上部左側のバナーをクリックすると 
「給与詳細編集画⾯」が起動します

この画⾯から 
給与保証/バック⾦額/収⼊例を 
登録していきます。

給与詳細情報を編集 ⼿順書のダウンロード
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■給与保証を登録する-①

クリック
➡

※登録後は 
 この画⾯で登録内容が 
 確認できます   

「給与詳細編集画⾯」上から2項⽬めの 
「給与保証メニュー」より登録・編集が可能です。

給与保証メニュー右端の「編集」をクリックすると 
「給与詳細編集画⾯」が起動します

反映イメージ

公開状況/保証期間/内容を⼊⼒します。 
※給与保証情報は【2つ】まで登録可能です。

※内容は 
分かりやすく簡潔に 
記載すると 
⼥の⼦に伝わりやすく 
なります。

登録前に実際の 
反映画⾯を確認できます

選択

保証の詳細を記⼊
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登録後に内容の変更を⾏う際は下記の⼿順で編集します。

クリック
➡

［現在のデータが反映］していますので、上書き対応で修正が可能です。

登録後はメニュー画⾯で登録内容が確認できます   

■給与保証を登録する-②
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※登録後はこの画⾯で登録内容が確認できます   

「給与詳細編集画⾯」上から3項⽬めの 
「バック⾦額メニュー」より編集が可能です。

バック⾦額メニュー右端の「編集」をクリックすると 
「バック⾦額編集画⾯」が起動します

コースを確定します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば掲載店舗様]-①

★ぴゅあらばのシステムに登録されているコースを⾃動反映します。 
★選択(表⽰)できるコースは【1つ】のみです。

クリック

➡

次ページへ続く

ぴゅあらばシステムに 
登録されているコースが反映していますので 
表⽰したいコースを1つ選択します

クリック

➡

ヘルスコース

次の画⾯から内容を登録します

クリック
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コースバック⾦額を登録します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば掲載店舗様]-②

次ページへ続く

コース時間/お客様お⽀払い⾦額は 
[前の画⾯で選択したコースの情報］が 
反映された状態になっています。

編集不可

⼿⼊⼒可能

⼀律の％での 
バック⾦額を⾃動で 
反映することが出来ます。

※コース料⾦のみを⾮公開にすることはできません。

※⾮公開に設定すると、 
[コースバック][⼊会⾦・指名料バック][オプション⾦額]すべて⾮公開設定になります。

反映イメージ

コースバック部分
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⼊会⾦・指名料バック⾦額を登録します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば掲載店舗様]-③

次ページへ続く

⼊会⾦・指名料バック⾦額は 
ぴゅあらばシステムに記載があるもののみ登録可能です。

⼿⼊⼒可能

⼀律の％での 
バック⾦額を⾃動で 
反映することが出来ます。

ぴゅあらばシステムの 
⼊会⾦・指名料に記載されている情報が 
反映された状態になっています。

編集&追加不可

※公開/⾮公開を選択可能

反映イメージ

⼊会⾦・指名料バック部分
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オプションバック⾦額を登録します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば掲載店舗様]-④

オプション⾦額は 
ぴゅあらばシステムに記載があるもののみ登録可能です。

⼀律の％での 
バック⾦額を⾃動で 
反映することが出来ます。

⼿⼊⼒可能

ぴゅあらばシステムの 
オプションに記載されている情報が 
反映された状態になっています。

編集&追加不可

✔をつけた項⽬のみ 
フロントに反映 
されます

※公開/⾮公開を選択可能

登録前に実際の 
反映画⾯を確認できます

ここまでで 
［バック⾦額の編集］は完了です

反映イメージ

オプションバック部分
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■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば掲載店舗様]-⑤

クリック

➡※コースバック⾦額のみ、メニュー画⾯で登録内容が確認できます   

コースを変更したい場合

新しく登録したいコースを選択し、 
新規登録の⼿順と同様に登録します。 
※現在登録されているデータは(コース/⼊会⾦・指名料・オプションすべて) 
初期化されますのでご注意ください。

コースを変更しない場合

編集ボタンクリック⇒現在の情報を編集できます。

［現在のデータを編集］したい場合は上段の編集ボタンから 
［新しくコースを選びなおしたい］場合は下段の選択ボタンから編集が可能です。

登録後に内容の変更を⾏う際は下記の⼿順で編集します。
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「給与詳細編集画⾯」上から3項⽬めの 
「バック⾦額メニュー」より編集が可能です。

バック⾦額メニュー右端の「編集」をクリックすると 
「バック⾦額編集画⾯」が起動します

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば未掲載店舗様]-①

★表⽰できるコースは【1つ】のみです。
次ページへ続く

クリック
➡

※⾮公開に設定すると、 
[コースバック][⼊会⾦・指名料バック]すべて⾮公開設定になります。

※コース料⾦のみを⾮公開にすることはできません。

ぴゅあらば未掲載店舗様は 
全て任意での⼿⼊⼒となります。 
実際の営業情報と相違が無いように 
ご登録をお願いいたします 

すべて⼿⼊⼒での登録です

⼀律の％での 
バック⾦額を⾃動で 
反映することが出来ます。 反映イメージ

コースバック部分
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⼊会⾦・指名料バック⾦額を登録します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば未掲載店舗様]-②

⼿⼊⼒可能

⼀律の％での 
バック⾦額を⾃動で 
反映することが出来ます。

⼊会⾦・指名料・延⻑料⾦等を 
ご⼊⼒ください。 
※プレイオプションの登録は不可※

編集不可

※公開/⾮公開を選択可能

ここまでで 
［バック⾦額の編集］は完了です

プレイオプションの登録は 
ぴゅあらば掲載店舗様のみ

登録前に実際の 
反映画⾯を確認できます

反映イメージ

⼊会⾦・指名料バック部分

⼊会⾦・指名料のバックを 
記載したくない場合は 
⾦額に「0」を⼊⼒
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登録後に内容の変更を⾏う際は下記の⼿順で編集します。

■バック⾦額を登録する[ぴゅあらば未掲載店舗様]-③

クリック

➡

［現在のデータが反映］していますので、上書き対応で修正が可能です。

※コースバック⾦額のみ、メニュー画⾯で登録内容が確認できます   
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「給与詳細編集画⾯」上から4項⽬めの 
「収⼊例編集メニュー」より編集が可能です。

収⼊例メニュー右端の「編集」をクリックすると 
「収⼊例編集画⾯」が起動します。

■収⼊例を登録する-①

★収⼊モデルは【4つ】まで登録可能です。 

クリック

➡

次ページへ続く

内容登録⼿順は次のページからご案内します

全て任意での⼿⼊⼒となります。 
実際の収⼊と⼤きな相違が無いように 
ご登録をお願いいたします 

すべて⼿⼊⼒での登録です

※⾮公開に設定すると、 
[コースバック][⼊会⾦・指名料バック]すべて⾮公開設定になります。
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■収⼊例を登録する-②

次ページへ続く

公開設定と内容部分を登録します。

※登録ごとに公開/⾮公開を選択できます。

※並び順を変更できます。

※写真をアップロードできます。

反映イメージ

内容部分

写真をアップロードしない場合は 
イラストアイコン表⽰になります

※働き⽅※職業

※職業

※働き⽅
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■収⼊例を登録する-③

次ページへ続く

内訳部分を登録します。

反映イメージ

内訳部分

※内訳は分かりやすいよう 
 [1⽇あたりの平均]で 
 記⼊してください。

全て任意での⼿⼊⼒となります。 
実際の収⼊と⼤きな相違が無いように 
ご登録をお願いいたします。  

すべて⼿⼊⼒での登録です

※内容画⾯で登録した 
[平均⽇収⾦額]と合わせると効果的です
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■収⼊例を登録する-④

必要分を⼊⼒したら、確認・登録します。

➡

登録前に実際の 
反映画⾯を確認できます

次ページへ続く

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
※1〜4まで⼊⼒可能です。 
 確認画⾯は最下部にあります。
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登録後に内容の変更を⾏う際は下記の⼿順で編集します。

クリック

➡

［現在のデータが反映］していますので、上書き対応で修正が可能です。

※コースバック⾦額のみ、メニュー画⾯で登録内容が確認できます   

■収⼊例を登録する-⑤


