
Club dog Tom

会員管理システム
https://club.hcpt.jp

初めに
A.一般業務（フロントとコーチ）

　A_1).メモ
　A_2).会員
　A_3).名簿
　A_4).バス
B.管理業務（支配人、管理者と経営者）

　B_1).銀行振替業務
　B_2).システム全体に関する設定
　B_3).セキュリティに関する事項
　B_4).契約に関する事項
C.システムのしくみ
　C_1).ログインとパスワード

名簿サブシステム
本サブシステムは会員様からの各種申し込みをクラス編制に
自動的に反映します。
最少のステップでクラスの中での班を作成します。
クラス変更から自動的にクラスごとの出席簿を作成します。

β1 : 2014/9/10

記載されている一部機能は実装されていない場合があります。
システムは予告なく変更される場合があります。
全てのドキュメントにおいてシステムと異なった場合は現行のシステムが優先されます。



概略
操作と基本的な機能

毎月の作業と操作
　　1)　月末　昇級試験 -> 昇級処理
　　2）新泳力入力＋泳力更新
　　3）月次更新
　　4）生徒の状態の確認　名簿からの削除など
　　5）前月の班での生徒の配分
　　6）現在の班での生徒の配分

クラス名簿の印刷
班更新 -> 班編成のルール
IE10での印刷手順
会員情報の確認
表の列項目「入力・表示」に関して
全クラスの受講状況の確認
月次の考え方（会員月度と経理月度)

今後の機能
　　1）クラス振替メモ伝達機能
　　2）泳力認定機能

Content
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概略
会員マスター

一人に対して一行の情報

入会、休会、退会
クラス変更

会員様からの
お申し込み

自動で複数のクラスに振り分け
リアルタイムで状態を表示

生徒の泳力設定
クラスの「班設定」 出席簿印刷
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操作と基本的な機能

コースグループの選択

クラスの選択

IDとパスワードは「会社、ユーザー」様ごとにお知らせします。
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Bタイプ
Aタイプ

空欄名簿タイプ1P行数指定
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昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新
生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

昇級の結果を名簿に書き込みます

先月の名簿と同じ並びの画
面に昇級結果を入力します

泳力ボタンをクリックすると
入力欄が表示されます

1)月末　昇級試験 -> 昇級処理
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昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新
生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

2）新泳力入力＋泳力更新

新泳力を入れた所で泳力更新
のボタンをクリックします

新泳力の設定は、今の泳力から何ス
テップ上下しているかの数字をいれ
ます。計算した結果0以下の数字にな
る場合はエラーになります。又は最
上のクラス以上になる場合は最上ク
ラスが設定されます。 表示されているクラスの会員に対して更新を行います。数

字が入っていない会員に対しては停滞月を+1します。数
字が入っている会員には停滞月を1にします。
会員マスタに最終更新月を持ちます。同月内に1回以上泳
力更新を行った場合で、数字が入っていない場合は停滞月
を変更しません。

入力チェックの為に新し
い泳力になっても並び順
は変わりません。

処理が終わったら読み込
みボタンをクリックして
下さい。
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昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新
生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

3）月次更新

前回の月次更新以降に入会した生徒、クラス変更のあった生徒が名簿に取り込まれて表示されます。

班が設定されていない状態（-1班）でクラスに入って来ます。
画面の一番下に追加されます。

新規会員は泳力が空欄なので設定します。7



昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新
生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

4）生徒の状態の確認　名簿からの削除など

名簿の中に入っている生徒で、退会、クラスの移動などがあった場合は赤い字で自動
的に表示されます。
名簿から自動的に削除されることはありません。生徒が名簿から突然消えるのではな
く、オペレータが意識的に削除します。

また、現在のバージョンでは「印刷した時」に表示されません。
今後自動的に表示されます。
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昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新
生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

5）前月の班での生徒の配分
班更新：全生徒を泳力順に並べて班に配置します。
　　　　泳力->停滞月->会員番号　の順番に並びます

会員閉開をクリックすると会員が非表示になります。
新しい班の人数配分を確認します

3班の人数が多いので一
つ班を追加して人数を分
けます。
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昇級試験 
-> 昇級処理

新泳力入力
＋泳力更新

月次更新 生徒の状態の
確認（削除）

前月の班での
生徒の配分

新しい班での
生徒の配分1 2 3 4 5 6

1) 班追加をクリック
2) 変更ボタンをクリック
3) 新班に配分の泳力を入力
4) 班更新を行う

新しい、班の人数に配分されています。
注.班の配分は泳力単位です。

6）現在の班での生徒の配分
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クラス名簿の印刷
指定された「行数」、「タイプ」で印刷されます。
班ごとに改ページされます。
Aタイプでは、月と曜日に対しての日付が自動的に入ります。

Aタイプ

Bタイプ
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班更新 -> 班編成のルール
生徒数 受け入れ可能数 泳力範囲

Z班とは
z班に属している生徒は印刷されません。
「班更新」を行った時に無視されます。
生徒の班に「z」と入れることでｚ班に所属させるこ
とが出来ます。
ｚ班は一時的に生徒退避させるためのものです。
扱いが判断できない生徒を保管するためのものです。

班の入力を可能とする

泳力範囲とは
班の中に受け入れる生徒の泳力になります。
「SC2  ->LE15」の範囲　1班　30人受け入れ可能　23人受け入れ
「SP4  ->SC1」の範囲　2班　32人受け入れ可能　17人受け入れ
「BR2  ->SP3」の範囲　3班　---人受け入れ可能　15人受け入れ
「DO2  ->BR1」の範囲　4班　33人受け入れ可能　32人受け入れ
「PE2  ->DO1」の範囲　5班　28人受け入れ可能　28人受け入れ
  「      ->PE1」の範囲　6班　10人受け入れ可能　12人受け入れ

生徒と泳力範囲を入れます。
「班更新」を行う事で、自動的に生徒を班に割り振ります。
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IE10での印刷手順

１）印刷プレビューを選択

２）印刷印刷方向を横に変更

3）印刷ヘッダとフッタを消す
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クラス名簿の印刷は IE10でしか出来ません。これ以外のブラウザでは上手く印刷ができません。

4）縮小率を妥当なものに変更

5）上下の余白をちょうど
入るように変更
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会員情報の確認

会員番号をクリックすると会員の情報が
表示されます。
この画面は現在修正中です。方向性を検
討していきたいと思います。
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8）全クラスの受講状況の確認

班ごとの泳力の範囲、定員、現在の人数、振替可能数の一覧表が出力されます。
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2011/4/2 2011/4/3

表の列項目「入力・表示」に関して
表のタイトルをクリックすると各項目が入力可能になります。
「泳力」「認定」「会員開閉」に関しては該当のページをご覧ください。

月は月次更新時に埋めこまれます。詳細は月次の考え方を御覧ください

受講者数は班更新時に計算されます。「z」班の生徒を除きます。

自動生成フロント設定
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会員マスター

一人に対して一行の情報

クラスのデータに保存されます。
名簿の行を削除するとデータも消えます。
皆勤情報をクラス変更で新しく創ったクラスに割り振る時は手動で行う必要があります」

「皆勤」

クラスのデータに保存されます。
「班更新」で自動的に毎回割り振られます。「z」を入力することで印刷から除外されます。

「班」

会員マスタに泳力情報と共に保存されます。
「泳力更新」を行うと自動的に更新されます。
間違えて泳力の設定をした場合に手動で変更する場合にここから行います。
複数のクラスを受講している生徒は同じ値が表示されます。

「停滞」

会員マスタに保存されます。
名簿に印刷されるので、生徒が閲覧した場合に問題の
ない内容を入力して下さい。

「印刷コメント」

会員マスタに保存されます。
フロントで更新することを想定しています。内容は健康面についての情報
などを想定しています。

「内部コメント」

「クラス」 1）このクラスだけの生徒　「何も表示されません」
2）複数のクラス登録の生徒　「同じ時間の場合、週の途中では数字を表示しません最後に表示します」
3)　クラスを移動した生徒　「何も表示されません　コメント欄に赤い文字で移動した先のクラスが表示されます」自動設定項目
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月次の考え方

15－17日 15－17日
クラス変更の締め切り->月次更新

月末に昇級試験を行います。
その後で次月の最初の授業までに更新＋名簿印刷を行います。
前月末に行った場合は次月（該当月）の生徒の状態になります。
当月（該当月）初めに行った場合は当月（該当月）の生徒の状態になります。
名簿の会員クラスは経理月度に従います。

名簿月

1日 1日 1日

処理処理 処理

名簿月

クラス変更の締め切り->月次更新

月を意識しなくても自動的に正しい月度になります

名簿に表示される月次は「月次更新」行った時点で設定されます。
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本システムでは会員の情報を2つの月度を持ちます。
次月の会費を算出する「経理月度」
当月（月初から月末まで）の会員の契約状況を管理する
「会員月度」を持ちます。
月次更新を行うことで様々な情報が会員に反映します。

画面右上に現在の月度が表示されます。

「経理月度」「会員月度」

「経理月度」と「会員月度」は月次更
新をずらすことで、半月程度のタイム
ラグを持たせます。

一般画面での当月は会員情報は会員月
次を基準にしています。

管理画面での当月は経理月次を基準に
しています。

会員月度と経理月度
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今後の機能

1）クラス振替メモ伝達機能

受付で受理されたクラス振替に関しての情報を日付別にまとめて表示します。
これによって、紙でのメモのやり取りを無くすることが目的です。

現時点ではこれらの機能は実装されていません。
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2）泳力認定機能

現在の泳力認定級と次にチャレンジする認定級を入力します。
次にチャレンジする級が設定されている生徒をリストにして表示します。
また、特定のフォーマットで会員情報を差し込んで印刷します。
申し込みがあった生徒に対してのデータの更新を行います
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Club dog Tom
https://club.hcpt.jp

〒957-0053
新潟県新発田市中央町５－３－１２
株式会社　平野屋コンピューティング 090-2412-5919http://www.hcpt.jp/

club@hcpt.jp


