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雀荘総合管理システムMPS 

顧客管理システムによる来店誘導 
レーティング搭載でさらに強力に 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

        

  ・ホームページ制作 

  ・ホームページ更新代行 

事 業 内 容 ・システム管理 

  ・システム開発 

  ・デザイン業務  

  ・Webコンサルティング 

主要取引先 社団法人千葉県馬主会 

  株式会社ドリームクリエイター 

取 引 銀 行 千葉銀行 

企 業 理 念 人と人との調和を大切にし 

  常に感謝の気持ちを忘れず 

  地域社会に貢献する。 

 

経 営 理 念 創造とチャレンジ  

  誠心誠意 

 

 

 

会  社  名 株式会社Eir 

創     立 ２００７年６月 

資  本  金 10,000,000円 

代  表  者 小川 覚 

従  業  員 5名 

所  在  地 〒270-1405 
 

  千葉県白井市富塚731-3 Ａ-103 
 

  TEL: 047-401-7148 
 

  FAX: 047-402-7149 

会社概要 
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顧客成績管理システムとは    
気にしていないようで、お客様は自分の成績が気になるものです。 

そんなお客様の為に、店舗側でお客様の成績をシステム上で管理し 

お客様の携帯電話から個人成績とランキングが 

いつでも見られるようにするシステムです。 

リピート率アップと同時に店舗サービス向上の1アイテムとして 

大きく貢献することができます。 

システム概要 
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顧客 

店舗 

①ＩＤ発行 

店舗 

システム 

顧客 

①顧客登録して 

  対局する 

③携帯電話やパソコン

でいつでも個人の成績

が確認できる！ 

②システムへ 

 顧客成績の登録 

１．顧客にＩＤを発行！ ２．システム登録から個人成績閲覧までの流れ 



       

●システム上で顧客成績が、いつでも閲覧できる為 

 顧客への情報提供力のUP！ 
 

●ホームページ上にランキングを表示することで 
 店舗の宣伝効果UP！ 
 

●個人成績に興味のあるお客様の来店/集客効果促進！ 
 

●システム導入にて、アピール度をアップすることにより 

 他店舗との差別化が出来る！ 
 

●店舗内ランキング設置により、イベント実施力の向上！ 
 

●レーティングシステム・称号システムにより 

 ゲーム性が向上し、集客効果も格段にUPしました 
 

●さらにスマートフォン等でシステムにログインできるので 

 どこにいても店舗の状態が確認できる！ 
 

●系列店どこで打っても、個人成績に反映されるので 

お客様をガッチリキャッチすることが可能！ 

システム導入時の利点 
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システム紹介 

マスター管理画面    
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１．店舗情報の登録 

 店舗名・パスワード・締め時間を入力するだけで 

 支店の情報等を変更することが可能となっております。 

  

 マスターの管理画面は通常の店舗ログインとは 

 別のページで行うので、うっかり操作ミスで 

 パスワードを変更してしまい分からなくなってしまった 

 ログインできなくなってしまった等も起こらないので 

 情報管理の面で非常に役立ちます。 

２．各項目について 

 支店名：支店の名称です。 (○○店 等) 

 

 パスワード：店舗毎の管理画面にログインするパスワードです。 

 店舗毎に別々に設定することができます。 

  

 本店チェック：本店の管理画面でのみ設定できる機能が 

 有りますのでそれを管理する店舗を設定してください。 

 

 締め時間：営業日のリセットの時間です。ポイントシステムや 

 誕生日登録等での日付変更の処理がされる時間です。 



システム紹介 

ログイン画面    
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店舗管理画面ログイン 

 プルダウンからログインする店舗を選択して 

 パスワードを入力してログインします。 

 1つのログインページからすべての店舗にログイン 

 出来るので、別店舗の情報を見る際に 

 URLの打ち直しなどの手間がかかりません。 

店舗管理画面 

 ログイン後は右のような画面に移動します。 

 こちらから店舗管理システムの様々な機能に 

 触れることができます。 

 各機能の詳細については、以降のページにて 

 紹介させていただきます。 



システム紹介 

卓管理(成績登録)画面    

２．対局履歴の表示 

①②で登録した内容を③にて過去3ゲーム分の履歴を 

自動で表示します。 

ここで登録した内容はすべて自動的に個人成績に反映されます。 
 

ここで表示されるもの以外にも、当日、昨日、月毎だけでなく 

卓番号を指定して対局の履歴を見ることも可能です。 
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① 

１．顧客成績の登録 

  店舗側が顧客の成績を登録する 

  画面です。 
 

  ①で各項目を登録する 

  ②で順位を入力するだけで登録OK!! 
 

 

  青枠部分のプルダウンから 

  他店舗で登録済みのお客様を 

  選んで登録することも可能です。 

 

  もちろん役満の登録などもできて 

  個人成績に反映されます。 

 

  さらに登録されている方で 

  当月、翌月に誕生日を迎える 

  お客様を表示できるので 

  サービス向上につながります。   

② 

③ 



アウト管理       
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システム紹介 
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※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

アウト管理画面ではアウトの登録ができます。 
 
プルダウンからアウト登録者を選択して 
アウト金額を入力するだけです。 
 
アウトがある人は、右図にも出ている通り 
名前が赤く表示されるようになります。 
これはアウト管理だけでなく、卓登録画面でも 
選択する際に赤文字で表示されるようになります。 
 
また、他店舗でアウト登録した顧客が登録店以外で 
プレイした場合でも同様に赤文字で表示されます。 
 
リスト右上の『残高0の人も表示』にチェックをつけると 
過去にアウト履歴があった方も一括で表示されます。 



システム紹介 

顧客管理画面    
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１．顧客情報の登録 

 入力フォームに従って登録するだけで、簡単にお客様のデータを 

 登録することができます。 

 HNはランキングで表示される時の名前です。 

 メール、住所、電話番号、誕生時は個人情報にあたる為  

 お客様任意での登録になります。 

 また、従業員などをランキングに表示させたくなかったり 

 お客様から申し出があったりした場合には 

 フォーム最下部のランキングに反映されない。に 

 チェックを入れることで、ランキング画面に表示されなくなります。 

２．顧客情報の確認・修正 

 お客様情報はID、名前、区分をクリックすることにより 

 項目ごとにソートすることが可能です。 

 更に名前から(あ行、か行等)お客様を 

 抽出することが可能なので 

 非常に検索しやすくなっております。 

 

 更に、修正や削除、再登録についても 

 該当するボタンをクリックするだけで 

 簡単に実行できるようになっております。 



顧客成績管理       
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システム紹介 

(c)Copyright Eir Co.,Ltd. All rights reserved. 

※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

顧客成績管理の画面では卓番号別or全卓選択後、当日・前日・月別・期間指定で 
条件にあった対局のデータをすべて表示させることができます。 
 
月日指定での抽出が可能なので、特定イベントの日と通常営業の日の 
卓の回転数などの把握に非常に便利です。 
 
また、対局時間も表示される為、顧客の流れなどを掴むのにも非常に優れております。 
 



ポイント登録 
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システム紹介 
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※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

MPSではポイントの管理が可能になりました！ 
来店ポイントはもちろん、卓管理での成績登録と同時に、順位ごとのポイントの付与だけでなく 
雨の日限定ポイント加算や誕生日、誕生月、一定期間を指定してのポイント倍増等 
店舗で開催するイベントなどと絡めて 
多種多様な設定をすることが可能です。 
 
イベントポイントなどは、店舗側で設定出来るので 
突発的なイベント等にも使うことが可能です。 
 
獲得したポイントは、お客様も個人成績の画面で 
現在のポイント残高を確認することが出来ます。 
 
ポイント管理の画面にて 
手動でも管理可能ですので大会等で優勝者への 
ポイント付与等も可能となっております。 
 



レーティングシステム・称号の管理       
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システム紹介 
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※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

MPSで新しく追加された大きな機能の一つがレーティングシステムです。 
レーティングとはネット麻雀で主流のシステムで獲得順位、現在の自分と相手のレーティングの差など 
様々な条件を入れた特殊な計算を行って、現在の自分の実力を客観的に表示するシステムです。 
 
自分より高い相手に勝った場合は多めに増加し 
逆に自分より弱い相手に負けてしまうと 
通常より多めに減ってしまいます。 
 
その為、順位ごとに固定のポイントの増減よりも 
ゲーム性も増加し、顧客満足度にもつながります 
 
また現在のレーティングポイントに応じて 
称号を設定することも可能です。 
称号○○以上の間はゲーム代半額、ポイント加算等 
様々なイベントに組み込むことができます。 
 



出勤情報の管理       
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システム紹介 
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※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

出勤管理の画面では、あらかじめ登録した 
従業員とゲストの出勤情報を 
直近一週間分登録することができます。 
※過去の分は参照できません。 

 
またゲスト等の出勤情報を登録し 
それを部分的にHP上に表示させることが 
可能ですので、プロの来店などの告知を 
することが可能です。 
 
また、赤枠部分に写真や画像等も合わせて 
登録ができますので、一目見ただけで 
誰が来ている、等がとてもわかりやすくなって
おります。 
 



MPSでは顧客の成績を基に、ランキングの表示を行うことができます。 

ランキングは[順位率]・[トップ率]・[打数]・[防御率]・[レーティングポイント]の 

5種類を月別で表示します。 

成績表示と同様に、パソコンと携帯電話の両方で見る事が出来ます。 

ランキング表示       
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システム紹介 
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※表示を望まないお客様には、ランキングに表示しないように設定することも可能です 

※画面写真は開発中のものです。変更の可能性がありますのでご了承ください。 

左が順位率右がトップ回数を 
表示させた場合の画面です。 
各項目をクリックすると 
その項目が表示されます。 
個人成績はこの画面から 
ログイン可能です。 



システム紹介 

個人成績を見る    

※画面写真は開発中のものです。 

   変更の可能性がありますのでご了承ください。 
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下図はパソコンでログインした場合の成績表示画面です。 

スマートフォンからもログインが可能となっております。 
登録された顧客がログインすると 

当月の成績を見ることができます。 

■表示される内容は以下となっております。 

 ・現在のレーティングポイントと称号 

 ・現在の所持ポイント  

 ・日別成績詳細 

 ・役満リスト 

 ・月間着順回数、総打数、連帯率、順位率 

 ・総合着順回数、総打数、連帯率、順位率 

  ※各項目のカッコ内の数字は他店舗での総合成績となります。 

 

■当月だけではなく、過去の成績も表示出来るので 

 過去成績の確認や、振り返りにお役に立てる情報です！ 



システム紹介 

トップ回数、順位率、連対率とは？？    

■トップ回数・・・・文字通り「トップを獲得した回数」 

■順位率・・・・打ち手が平均して何着を獲得するかという指標です。中央

値は2.50であり、2.4台であれば平均以上、2.40～2.35の範囲であれば熟練

者と言えます。中長期的に2.2台の成績を残すことができれば（＝数値2.30

未満であれば）、その打ち手は非常に強いと言えます。 

■連対率・・・・競馬における連対と同じく、「トップもしくは2着を獲得す

る割合」です。2着は負けではないと捉えれば、連対率は「プラスで半荘を終

了できた割合」。連対率の中央値は50.0％であり、長期的な集計において

50％を上回っていれば、その打ち手は平均以上であると言えます。熟練した

打ち手であれば連対率は55％前後に収束すると考えられますが、短期的にも

長期的にも55％を越えれば充分強いと考えられ、60％を越えれば非常に強い

と言えます。 
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料金プラン 

料金のご案内 

オプション 
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※カレンダーはパソコン版ホームページのみの対応とさせて頂きます。 

※表示価格は税込金額です。 

月額料金 初期費用 

成績管理システム 
ＭＰＳ 

12,600円 10,500円 

オプション 月額料金 初期費用 内容 

パソコン用 
ホームページ 2,100円 31,500円 

パソコンから閲覧できるホームページとなります。 
MPSと連動させる事により、イベントや店舗の 
情報をお客様に発信することが出来ます。 

スマートフォン 
サイト 2,100円 21,000円 

スマートフォンから閲覧出来るホームページとなります 
ホームページをスマートフォンで見た際に 

スマートフォン用に最適化された 
見やすく、使いやすいホームページです 

モバイルサイト 2,100円 21,000円 
携帯から閲覧できるホームページとなります。 
MPSと連動させることにより、イベントや店舗の 
情報をお客様に発信することが出来ます。 

メールマガジン 無料 10,500円 メールアドレスを登録されたお客様へイベント等の 
情報をリアルタイム発信することが出来ます。 

カレンダー 無料 5,250円 
こちらはPCのホームページに組み込む形となります。 
プロの来店等、店舗のイベントをカレンダーにチェック
を入れ、一目でイベントの日付や内容を確認できます。 


