


はじめに
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SHOPCOUNTERにスペースを掲載いただき誠にありがとうございます。 
このマニュアルでは掲載いただいたスペースをお貸しいただくまでの流れを説明させ
ていただいております。 

このマニュアルを手元におきながらSHOPCOUNTERを 
お使いいただけると幸いです。
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0. SHOPCOUNTERにログインする



SHOPCOUNTERにログインする
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問い合わせが来たユーザーとのやりとりをするにはSHOPCOUNTERにログインいただく必要があります。

SHOPCOUNTERにアクセスする1 「ログイン」画面に遷移する2 ログインする3

まずは https://shopcounter.jp へアクセスして
ください。

画面上部の「ログイン」を押します。わからない
時はhttps://shopcounter.jp/loginへアクセス
してください。

登録メールアドレス・パスワードを入力して「ログ
イン」を押します。「パスワードをお忘れの方」
からパスワードを再発行することもできます。

※ログインいただかないとメッセージは閲覧できませんので、ご注意ください。

https://shopcounter.jp


1. 問い合わせから予約確定までの流れ



1. 問い合わせから予約確定までの流れ
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問い合わせから予約確定まで、stepごとに説明していきます。

問い合わせに 
対応する
スペースの利用希望者から
SHOPCOUNTER上で利用の問
い合わせが届きます。 
利用可否などの返答をメッセー
ジ画面上で行ってください。

step.1

!

予約内容を 
提示する
スペースの利用に合意した場合
は利用期間・利用料金などを含
んだ予約内容を提示してくださ
い。

step.2

"

支払い手続き 
（予約確定）
スペース利用希望者が利用料金
をサイト上で支払うと予約が確
定します。手数料を除いた利用
料金を翌月スペースオーナーの
方へお振り込みいたします。

step.3

#



step.1 問い合わせに対応する
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1. メッセージを確認する

2. メッセージに返信する

3. 画像・ファイルを添付して送信する

4. 問い合わせ内容を確認する

5. 利用可否を返答する

P.10, P.11

P.12

P.13

P.14

P.15

6. 利用可否の返答例 P.16
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テナントからのメッセージ・問い合わせはSHOPCOUNTERの管理ページまたはメールから確認することができます。 

ログインする1 「メッセージ」を押す2 メッセージ画面を開く3

SHOPCOUNTERにログインします。既にログイン
している場合は②へ進んでください。

画面上部の「メッセージ」を押すと、現在届いて
いるメッセージの通知が表示されます。 
スマホの場合は画面上部「!」アイコンをタップ
してください。

「すべてのメッセージを見る」を押すと届いてい
るメッセージが一覧で表示されます。 
個別のメッセージを確認することもできます。

step1-1 メッセージ・問い合わせを確認する サイト上から確認する場合



step1-1 メッセージ・問い合わせを確認する
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SHOPCOUNTER上でメッセージが届くと、会員登録したメールアドレスに下記件名でお知らせメールが届きます。メールに記載のURL
をクリックするとメッセージを確認することができます。

問い合わせが届いた時

no-reply@shopcounter.jp送信元

新しい問い合わせが届きました（問い合わせIDXXXXX）
【SHOPCOUNTER】

件名

no-reply@shopcounter.jp送信元

メッセージが届きました（問い合わせIDXXXXXX）
【SHOPCOUNTER】

件名

メールから確認する場合

メッセージが届いた時

メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダにメールが届いている可能性があります。 
迷惑メールフォルダをお確かめください。



step1-2 メッセージを送信する
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テナントからのメッセージ（問い合わせ）はSHOPCOUNTERの管理ページまたはメールから確認することができます。

メッセージ画面を開く1 メッセージを入力2 送信ボタンを押す3

返信したいメッセージ画面を開きます。メッセー
ジの確認方法はP6へ。

画面下部に送りたいメッセージを入力します。 メッセージを入力したら、「送信」ボタンを押し
ます。スマートフォンの場合は「紙飛行機アイコ
ン」を押します。



step1-3 画像・ファイルを添付して送信する

12

メッセージ機能を使って、画像やPDFなどのファイルを送信することができます。

メッセージ画面を開く1 「$」を押す2 ファイルを追加・選択3

返信したいメッセージ画面を開きま
す。メッセージの確認方法はP6へ。

画面下部にある「$」アイコンを押
してください。

「ファイルを追加」ボタンを押して
PC/スマホのファイルデータを選択
してください。 その後、添付したい
ファイルに「"」をつけて「添付」
ボタンを押します。

送信4

添付したファイル名が表示されるこ
とを確認した上で、「送信」ボタン
を押します。メッセージはあっても
なくても送信することができます。



step1-4 利用可否を返答する
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利用希望の問い合わせが届いたら、問い合わせ内容を確認して利用可否を返答しましょう。 

問い合わせ内容に記載の 
利用期間、法人名・屋号、ブランド名、企画内容などを確認しましょう。 
利用についての質問や要望が記載されている場合もございます。 

可否の判断に必要な情報が不足している場合は、メッセージでユーザーに 
質問しましょう。



step1-5 利用可否の返答例
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条件や利用ルールが合わないなどの場合も必ず返答を行いましょう。

返答例：利用期間・時間が合わない場合

お問い合わせいただきありがとうございます。 

あいにくご希望の日程はご予約が埋まってしまいました。●
月●日から●月●日でしたらまだ空きがございますが、 
こちらの日程ではいかがでしょうか？ 

ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたしま
す。

返答例：利用条件が合わない場合

お問い合わせいただきありがとうございます。 

あいにくですが、当スペースでは試食を含めて飲食を伴うイ
ベントは不可となっております。 

また機会がございましたらご検討いただけますと幸いです。

この度は当スペースのご利用を検討いただきありがとうござ
います。 
企画内容を拝見いたしましたが、総合的な判断により今回は
ご利用不可とさせていただけますでしょうか。 
せっかくお問い合わせいただいたにも関わらず申し訳ござい
ませんが、 
何卒ご理解いただけますと幸いです。

返答例：承諾する場合

お問い合わせいただきありがとうございます。 

ご希望の日程でご利用いただけます。決定優先にてご予約を
承っておりますので、このあと提示いたします予約内容をご
確認いただき、お支払い手続きをお願いいたします。 

利用期間：2021年5月28日(金) ～ 5月31日(月) 
料金：44,000円（税込） 

よろしくお願いいたします。

お問い合わせいただきありがとうございます。 

21時までのご利用をご希望とのことでしたが、 
管理の関係上19時にて施錠され、延長利用は難しい状況で
す。 
利用時間についてご調整が可能でしたらお知らせいただけま
すと幸いです。 
よろしくお願いいたします。



step.2 予約内容を提示する

15

1. 予約内容を提示する P.17

2. 予約内容を再提示する・取り消す P.18



step2-1 予約内容を提示する
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「予約内容を提示する」ボタンを押す1 必要情報を入力する2 入力内容を確認して送信する3

メッセージ画面を開きます。PCの場合は画面右側
に「予約内容を提示する」ボタンがあります。ス
マホの場合は画面上部の「確認」を押すと「予約
内容を提示する」ボタンが表示されます。

利用期間・利用料金を入力し、キャンセルポリシ
ーを確認してください。任意で資料を添付した
り、メッセージに料金の内訳や計算方法などの補
足情報を記載したりできます。

必要情報を入力したら「確認画面へ」ボタンを押
して入力内容を確認しましょう。問題なければ
「送信」で予約内容を相手に提示することができ
ます。

利用期間・利用期間などを含む「予約内容」をユーザーに提示しましょう。



step2-2 予約内容を再提示する・取り消す
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「予約内容を再提示」 「予約内容を取り消す」

予約内容を提示した後、「予約内容を再提示す
る」ボタンが表示されます。再提示後、もともと
の予約内容は取り消されます。

予約内容に表示されている「予約内容を取り消
す」を押すと予約内容を取り消すことができま
す。
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1. ユーザーの支払いについて

2. ユーザーの支払方法について

3. 予約が確定したら

4. 追加料金を請求する

P.20

P.21

P.22

P.23

step.3 支払い手続き（予約確定）

5. 予約を確認する P.24



step3-1 ユーザーの支払いについて
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予約内容は、ユーザーからはこのように確認できます。 
ユーザーは「支払いへ進む」ボタンから支払い手続きを行うことができます。 

SHOPCOUNTERでは、クレジットカード払いと銀行振込をご利用いただいています。支払
方法について質問されたときは、SHOPCOUNTERにお問い合わせいただくようご案内くだ
さい。 

ユーザーの支払い手続きが完了すると、予約成立となります。支払手続きの期限は予約内容
を提示してから1週間です。 

提示された予約内容の有効期限が切れたときや、支払期日を延期したい場合は、再度予約内
容を提示してください。

利用料金の決済を含めた予約手続きは必ずSHOPCOUNTER上で行ってください。現地決済や振込など利
用者に直接料金を請求したり、直接金銭収受を行うことは一切禁止です。また、そのような取引を持ちか
けられた場合はSHOPCOUNTERまでご連絡ください。

ご注意ください！



step3-2 ユーザーの支払方法
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ユーザー（スペース利用者）の支払方法は2種類あります。

支払方法 説明

クレジットカード ユーザーがカード情報を入力し、決済を行った時点で予約が確定します。

銀行振込
ユーザーが銀行振込での支払いを選択し、SHOPCOUNTERが入金を確認すると予約が確定します。 

※入金確認には1~3営業日かかる場合があります。 
※利用日が直近の場合など、入金状況を確認したい場合はSHOPCOUNTERまでお問い合わせください。



step3-3 予約が確定したら

21

ユーザーが支払い手続きを終え、予約が確定すると予約内容には「予約確定」、メッセージ
タイムラインには「予約が確定しました」と表示されます。 

続いて、鍵の開け方などスペース利用の流れなどを案内しましょう。

［メッセージ例］ 
改めましてこの度はご予約いただきありがとうございます。 
ご利用の流れについてご案内いたします。 
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 

ご利用時間になりましたらスペース正面の入り口までお越しください。 
現地にて担当者が解錠させていただきます。 

事前の荷物のお預かりについては、前日の18時～21時の指定で宅配便にてお送りください。 
バックヤードにてお預かりいたします。 

当日の緊急連絡先は下記となります。 
XXX-XXXX-XXXX（担当：●●） 

当日はどうぞよろしくお願いいたします。



step3-4 追加料金を請求する
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利用終了日の10日後まで、ユーザー（利用者）に対してメッセージ上で追加の利用料金を請求することができます。 
予約後にオプションやレンタル品の利用が追加になった時や、延長料金、清掃費用などの追加料金の請求にご利用いただける機能です。

「追加料金を請求」ボタンを押す1 追加料金などを入力して送信2 ユーザーの支払いを待つ3

まずはメッセージ画面を開いてください。PCの場
合は画面右側に、スマホの場合は画面上部の「確
認」を押すと「追加料金を請求する」ボタンを見
つけることができます。

請求する金額を税抜で入力し、請求内容を選択し
てください。入力し終わったら「確認画面へ」ボ
タンを押し、内容を確認して「送信」してくださ
い。

追加料金を請求したらユーザーの支払いを待ちま
しょう。請求を取り消すことも、別の追加料金を
請求することも可能です。



step3-5 予約を確認する
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確定している予約の一覧を「予約ページ」で確認することができます。

① ②

①商材（ブランド）名 / 担当者名 
ブランド（商材名）や会社名、担当者名が表示されます。 

②利用料金 
スペース利用料金が税込で表示されます。

# > スペース管理モード > 予約 



2. スペース利用料金のお振込みについて



スペース利用料金のお振込みの流れ
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毎月末日を締日として当月分のスペース利用料を集計し、翌月末日に指定の口座へSHOPCOUNTERのサービス手数料と振込手数料を差
引いた額をお支払いいたします。

ユーザーの支払い 
（予約確定）
スペース予約時にユーザーには利用
料金を支払っていただいておりま
す。

1月20日に予約確定。 
利用料金110,000円を支払い。

具体例

企画の実施・ 
スペース利用
予約確定後、実際にスペースを貸し
出し。

2月10日～2月14日に実施。

具体例

オーナーへ 
利用料金のお振込み
利用期間の翌月末に
SHOPCOUNTERから利用料金を
お支払いします。

サービス利用料が35%の場合、3月31日に
71,500円をオーナーへお振込み。

具体例

サービス利用料 
110,000円 * 35% = 38,500円

月末締め 
翌月末払い



振込に関する注意事項
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売上金やお振込金額のお知らせや個別明細の発行は行っておりません。SHOPCOUNTERの「利用明細」画面にてご確認くだ
さい。

振込先口座のご登録がない場合はスケジュール通りのお振込みができません。 
振込口座登録画面（https://shopcounter.jp/accounts/banks）より、必ずご登録をお願いいたします。※1

※2

※3

※4

利用期間が月またぎとなる場合は、各月ごとに利用料金を按分してお振込みいたします。

SHOPCOUNTERサービス手数料の小数点以下は切り上げ、消費税計算の小数点以下は切り捨てで算出しております。



振込予定額（売上金）を確認する
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振込予定額や利用明細を確認することができます。 

「利用明細」ページを開く1 確認したい年月を選択する2 利用明細を確認する3

画面上部にある「%」アイコンを押して、「スペー
ス管理モード」を選択します。画面上部に表示さ
れている「利用明細」メニューを押して売上ペー
ジを開いてください。

月ごとの振込予定額が一覧で表示されています。
月が表示されている行を選択することで詳細を確
認することができます。

振込予定額や金額の内訳を確認することができま
す。また、画面下部にて予約ごとの利用料金や差
引支払額を確認することができます。



3. キャンセルについて



キャンセル手続きの流れ
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ユーザー事由のキャンセルの場合

1

2

3

ユーザー（利用者）がSHOPCOUNTER上でキャンセ
ルを申請

SHOPCOUNTERからオーナーへキャンセル料金等に
ついて確認のご連絡

キャンセル内容の確認後、返金対応などのキャンセル
処理

オーナー事由のキャンセルの場合

予約が確定したスペースの貸出は、原則としてオーナーからキャンセ
ルすることはできません。やむを得ずスペースの貸出を中止する場合
は下記の手順でお手続きをお願いいたします。 
※キャンセルには所定の違約金が発生いたします。

1 ユーザー（利用者）へのキャンセルについての説明

利用者へキャンセルの旨を連絡し、了承を得てください。

2 SHOPCOUNTERサポートへキャンセル連絡

利用者からの了承が得られましたら、サポート窓口(https://
shopcounter.jp/contact)よりお問い合わせ内容「予約のキャンセ
ルについて」を選択後、「お問い合わせID」を入力し、説明欄に
「キャンセル理由」を添えて送信してください。

この段階でオーナーにやっていただくことはありません。



4. その他



貸出不可日を設定して予約をブロックする
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スペースを利用できない日程は貸出不可日として設定しましょう。 
掲載スペースページ内でも利用できない日程として表示されます。

カレンダー画面を開く1 日程を選択2 「貸出不可日です」と表示される3

画面上部にある「%」アイコンを押して、「スペー
ス管理モード」を選択します。画面上部に表示さ
れている「カレンダー」メニューを押してカレンダ
ー画面を開いてください。

日程の詳細が表示されるので、予約設定の「貸出
不可」にチェックを入れる。

「貸出不可日です」と表示されたら設定完了で
す。



5. よくある質問



よくある質問①
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ユーザーからの問い合わせ日と異なる日程で実施が確定した場合、新規でお問い合わせする必要はありますか？Q.

新規でお問い合わせいただく必要はございません。 
予約内容提示の中で日程の変更ができますので、正しい日程に変更のうえ予約内容の提示をお願いしますA.

ユーザーから請求書の発行依頼がきましたが、SHOPCOUNTERを通さずに発行していいのでしょうか？Q.

オーナーが請求書を発行する必要はありません。 
ユーザーは支払方法に銀行振込を選択すると、SHOPCOUNTERのサイト上からダウンロードすることができます。A.

誤った金額で予約内容を提示してしまったのですが予約内容を取り消すことはできますか？Q.

ユーザーが支払い手続きを行っていない場合は、予約内容のキャンセルはできます。 
メッセージ画面内の予約内容にある「予約内容を取り消す」から、発行した予約内容を取り消すことができます。 
※支払い待ちの場合は、変更ができません。サポート窓口まで「お問い合わせID」と「予約内容を変更したい旨」を添えてお問い合わせください。 
https://help.shopcounter.jp/hc/ja/requests/new

A.



よくある質問②
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銀行振込の場合はいつ入金確認できますか？Q.

銀行振込が選択された場合は、SHOPCOUNTERでの入金確認を行うため、ユーザーの振込から画面表示の切り替えまでに1～3営業日かかります。利用日が
直近の場合など、入金状況を確認したい場合はサポートまでお問い合わせください。A.

月々のスぺース賃料売上の明細書を発行することはできますか？Q.

書面での明細書の発行は行っておりません。売上画面をご確認ください。A.



当資料は株式会社COUNTER WORKS（以下、当社）が運営するサービス、 

SHOPCOUNTERについてご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 

当資料の内容は予告なしに変更される可能性があります。


