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SymphonyAtwoアピールポイント集

－ ＩＮＤＥＸ －

【１】全業務完全連動のご提案 ページ

１．ユーザ様６０００名のご要望にお応えしています １

２．インターネットに接続するだけで使えます ２

３．ウィ・キャン／SymphonyAtwoのセキュリティー万全対策 ３

４．営業から経理まで完全連動します ４

５．営業と経理の数字が常に完全一致！！ ５

６．本日の仕事（作業）が一目瞭然・・・業務管理メニュー ６

７．申請～承認機能 ペーパーレス完全システム決裁 ７

８．施設／仕入先・渡航手続書類・郵便番号ｅｔｃ・・・充実の標準マスタ ８

９．文書も全て電子化して、一元管理！ ９

１０．国際航空券業務も、国内航空券業務も、SymphonyAtwoにお任せ下さい！ 10

１１．旅行保険システムとの連携を実現！ 11

１２．銀行振込データの処理を円滑化！ 12

１３．社員の勤怠管理もお任せ下さい！ 13

１４．５年後、１０年後も常に最新システムをご提供します 14

【２】貴社のインターネット販売を実現します！！強化します！！

１．『ホームページリンクシステム』でインターネット販売も楽々！ 15

２．旅行ポータルサイトへのデータ入稿が楽々！ 16

３．インターネット販売の英語対応も楽々！ 17

４．インターネット予約成立カウント測定ツールとの連動にも対応！ 18

５．企画会社～販売会社～消費者がSymphonyAtwoで繋がります！ 19

６．手配旅行もインターネットで受付できます！ 20

７．『マイページ』活用で、顧客満足向上！ 21

８．カード決済もコンビニ決済もお任せ下さい！ 22

【３】営業マンの仕事を効率化します！！

１．いつでも・どこでも・モバイル対応 23

２．営業マンのスケジュールと見積提出状況が一目瞭然！ 24

３．誰でも簡単！ 国内コース表作成！ 25

４．修学旅行業務も万全にサポートします！ 26



SymphonyAtwoアピールポイント集

－ ＩＮＤＥＸ －

【４】貸切バス業務を効率化します！ ページ

１．旅行業務と貸切バス業務が完全連動します！ 27

２．貸切バスの線引き台帳をシステムで管理します！ 28

３．輸送実績報告書も、請求書も、一切、二度手間無く作成します！ 29

４．運送申込書／引受書の作成時間を一気に短縮します！ 30

５．貸切バス運賃を自動計算します！ 31

【５】顧客情報の最大活用！！

１．顧客分析・マーケティング戦略立案を支援 32

２．簡単、便利！メールマガジン発信機能 33

３．顧客ポイント管理でリピータ率アップ 34

４．電話着信と同時に顧客データ・予約カルテを自動表示 35

５．顧客データのダブりをなくします・・・同一人物チェック機能 36

６．お客様からの評価・クレームを有効活用 37

７．お任せ下さい、既存システムからのデータコンバート 38

８．みなし年齢機能で年齢層での集計機能も万全！ 39

９．資料請求情報・電話履歴をマーケティングに活用 40

【６】帳票作成・実績集計に手間を掛けません！！

１．ご旅行内容案内書、請求書を簡単メール送信！ 41

２．帳票へ社判／ロゴを印字できます！ 42

３．日程表の作成もシステムにおまかせ！ 43

４．旅のお供にこの一冊を・・・旅のしおり 44

５．危機管理は万全！どこに居ても深夜でも、緊急時に必要な情報を掌握できます！ 45

６．実績集計資料の作成時間を大幅短縮 46

７．予算対比・前年対比集計を一発で出力！ 47

８．【自動集計予約機能】で、実績集計に関わる業務を変革します！ 48

９．入金予定日／支払予定日を自動セット！！ 49

１０．本日の営業実績、予算達成状況、１ヶ月先迄の資金繰り状況が一目で分ります！ 50

１１．与信金額の管理が万全です 51

１２．消費税計算もお任せ！税区分毎の数字を一発で算出！ 52

１３．債権管理もSymphonyAtwoにお任せ下さい 53

１４．部署間の収益配分も完璧です 54

【７】万全のサポート体制

１．４５日間で稼働開始できます 55

２．オンラインマニアルを完備・・・SymphonyAtwoバイブル 56

３．社内運用ルールもSymphonyAtwoで一元管理 57

４．困った時は、Ｑ＆Ａ集機能で解決！ 58

５．ウィ・キャンへのお問合せと、回答・進捗状況の確認が簡単・円滑です！！ 59 



日々の実務で磨かれているシステムです。

今後も発展し続けます。

日本全国の旅行会社様、バス会社様に、

活用頂いている汎用システムです。

充実の
標準機能
（２１０）

納得の
オプション機能

（３６）

※標準機能

ユーザ様６０００名のご要望にお応えしています

１．国内自社募集型企画旅行

２．海外自社募集型企画旅行

３．国内団体手配旅行

４．海外団体手配旅行

５．国内出張

６．海外出張（業務渡航）

７．国内個人旅行

８．海外個人旅行（ＦＩＴ）

９．貸切バス

10．高速乗合バス

２０１９年１２月、

『自動集計予約機能』を

リリースしました！
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インターネットに接続するだけで使えます

旅行業・貸切バス業に特化した

クラウドシステムです。

※標準機能

サーバ保守管理、システムメンテナンス、セキュリティ対策の

手間・労力・費用が完全に削減できます。

在宅勤務・モバイル環境でも安心して活用できます。
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「個人情報保護」 「内部統制」も、

弊社にお任せ下さい、

磐石のセキュリティー対策。

情報流出、漏洩は会社存続の危機です。

貴重な情報財産をしっかりとお守りします！

ウィ・キャン／SymphonyAtwoのセキュリティー万全対策

※標準機能

ＩＳＯ認証取得

クラウドサービス

対策１

対策２

サイバー攻撃対策

・専門施設で２４時間監視

・侵入防止システム設置

・Web改ざん検知ツール採用

指紋認証採用

・生体認証で不正ログインシャットアウト

・パスワードを盗まれる心配一切無用

照合 サーバ

対策３ 対策４

・業務毎にアクセス権限設定可能

・担当者単位にアクセス権限設定可能

・社内情報統制も完璧

試算表

経営者

一般社員×

アクセス制限設定 操作履歴自動記録

・操作履歴採取で不正抑止効果抜群

・万が一の際も履歴検索で迅速に対処

アクセス日時：XX日XX時XX分
アクセス者：○○氏
アクセスデータ：△△データ
アクセス内容：リスト出力
……

対策５

ISO/IEC 27001：2013＝JIS Q 27001：2014

クラウドサービスレベルのチェックリストに基づいた環境を構築しています。

※上記対策の冊子をご準備しています。ご希望の際は、電話・メール・弊社ホームページなどからお問合せ下さい。
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営業から経理まで完全連動します

※標準機能

営業・企画段階から経理・決算まで完全連動。

２度手間・２度入力が一切ありません。

SymphonyAtwoは全業務完全連動を実現！

あらゆる業務の情報を、

リアルタイムに一元管理します。

・売上／仕入管理
・請求書発行/管理
・未収金管理
ｅｔｃ・・

営業収支

・総勘定元帳
・財務諸表
・各種実績集計
ｅｔｃ・・

経営関連・集計

リアルタイム
完全連動！

予約・手配

経理・経営

・販売価格ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
・募集ツアー造成
・インターネット販売
・コース・見積作成
ｅｔｃ・・

【営業・企画段階から活用！】 【各種帳票へ連動！】

・予約確認書
・日程表
・各種名簿
・渡航手続書類
ｅｔｃ・・

・リピータ情報
・過去の旅行履歴
・売れ筋商品分析
・戦略的ＤＭ発送 ｅｔｃ・・

個人･法人･代理店

・スケジュール
・行動履歴
・日報出力
・行動分析 ｅｔｃ・・

営業活動

顧客管理
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システムが仕訳データを自動作成。

経理業務の合理化を実現します。

３営業日以内の月次確定は

あたり前です！

営業と経理の数字が常に完全一致！！

※標準機能

金銭データが連動

補助簿 債権債務
残高一覧

総勘定
元帳

経 理

貸借対照表
損益計算書

営業と経理が、がっちり握手

営業所別
収支実績

営 業

担当者別
売上実績

ツアー別
収支状況

リアルタイム自動仕訳
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作業予定日が自動セットされます。

関係者全員に予定件数を通知して、情報を共有し、

ミス・漏れを撲滅します。

スタッフ毎・部署毎・全社の日々の業務予定管理を、

秘書（システム）が行います！

本日の仕事 （作業） が一目瞭然
・・・業務管理メニュー

※標準機能

本日の高山様の予定業務は、
こちらとなります。
また、ご所属部署に関する予定、
もしくは全社分の予定を全て
通知することも出来ます。
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『いつ、誰が』 申請・承認をしたのか、

しっかりと記録に残ります！

システム内で申請～承認業務が完結！

手書き伝票や申請用紙を完全になくします！

※標準機能

承認依頼 支払依頼

申請 承認 支払・出金

多様な申請～承認業務に対応！

① ツアー仕入原価の支払
② お客様への返金
③ 経費支払
④ 休暇・残業など勤怠届書
⑤ 一般稟議書

⑥ SymphonyAtwo要望書

承認 承認
通知

承認

通知

※ルートは全部で８層まで設定できます。

通知

部長課長

承認

通知

社長 経理担当Ａさん

部長

長期出張中

代理承認

課長

飛越承認
代理承認、飛越承認機能で、
承認者不在時も安心です。

社長

携帯電話やスマートフォン、

パソコンのメールへ通知して、

承認することもできます！

申請～承認機能
ペーパーレス完全システム決裁
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マスタデータ整備の手間が省けます。

システム稼働準備も円滑！

旅行業界・バス業界に共通で使えるマスタは、

弊社がご提供・メンテナンス致します！

１．金融機関 ５．観光局 ９．渡航手続書類 １３．旅行形態／基本 １７．法人業種
２．都道府県 ６．ＶＩＳＡ情報 １０．通貨 １４．性別 １８．交通手段
３．郵便番号 ７．空港 １１．職業 １５．クーポン種別 １９．進捗状況項目名
４．国情報登録 ８．航空会社 １２．都市 １６．施設種別 ２０．施設／仕入先

SymphonyAtwoの代表的なマスタ

施設／仕入先・渡航手続書類・郵便番号etc
・・・充実の標準マスタ

※標準機能

施設／仕入先（随時更新！）

郵便番号辞書（毎月更新！）

施設／仕入先（随時更新！）

施設情報（説明文／写真）を活用できます！

（日本全国１５万件）
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文書も全て電子化して、一元管理！

ＦＡＸで届いた回答書や手書きの申込書、

ワード・エクセル文書など、何でも一元管理！

文書を探す時間、ファイリングの手間、

保管スペースが不要です。

書類を選んで取り込むだけ

手配確認書

旅行申込書

パスポートのコピー

などなど

※オプション機能：『文書管理システム』

ＦＡＸなどで届いた書類を、
スキャナーで取込。

いつでもシステムから文書を開けます。
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ＧＤＳのＰＮＲデータと、

国内・海外航空券の発券データを

SymphonyAtwoに取り込みます。

データ連動で、入力作業を簡素化し、

人為ミスをなくします！

※オプション機能：『国内航空券データ取込システム』 『URI-Pro発券データ処理』 『INFINI発券データ処理』

海外系ＧＤＳ 国内線発券端末

PNR・発券データ
を取り込みます

予約・発券データを
取り込みます

ＪＡＬポータルサイト

エイブル

国際航空券業務も、国内航空券業務も、
SymphonyAtwoにお任せ下さい！

NAME・旅券№などの
予約者データを

ＧＤＳに転送します
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保険会社の発券明細とピタリ一致！

保険の精算に手間を掛けません。

予約カルテの情報を 大活用！

二度手間がありません。

旅行保険システムとの連携を実現！

※オプション機能

保険始期日・終期日
保険タイプ・予約者個人情報

保険売上・仕入情報

保険申込 証券情報

保険会社様の、各種旅行保険システム
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請求書番号などでマッチングして、自動で入金消込みします。

入金照合業務の時間を大幅に短縮します。

銀行のインターネットバンキングソフトとの連動を実現！

売上入金の消込作業、支払送信データの出力が円滑です。

※オプション機能：『ファームバンキングシステム』

お客様 旅行会社様銀 行

施設／仕入先

入金 入金データ
取込

支払データ
送信

支払

返金

１．旅行代金の銀行振込データを取り込みます。

２．お客様への返金データを銀行へ送信⇒返金処理を実施します。

３．施設／仕入先への支払データを銀行へ送信⇒支払処理を実施します。

銀行振込データの処理を円滑化！

12



※標準機能

休暇台帳や勤務時間集計表も一発出力！

煩わしいタイムカード集計も不要です。

タイムカード・休暇届などの申請／承認機能を

システムで一元管理します。

社員の勤怠管理もお任せ下さい！

タイムカード

休暇届
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５年後、１０年後も常に 新のシステムを

お客様にご提供します。

毎日メンテナンス、毎日機能強化。

いつでも 新版を活用頂けます。

５年後、１０年後も常に最新システムを

ご提供します

※標準機能

新しい機能ができたんだ
早速使ってみよう！
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『空席確認』～『予約申込』～『入金決済』まで

貴社ホームページ上で完結します。

貴社ホームページへリンクを貼るだけです。

リアルタイムに情報更新！

残席照会・予約申込・資料請求

貴社ホームページ 消費者

・ツアー情報
・催行状況設定
・在庫調整

・予約カルテ自動作成
・予約完了メール自動送信
・自動入金処理
・資料請求情報自動作成

クレジット決済／
コンビニ決済にも対応！

※オプション機能：『ホームページリンクシステム』

『ホームページリンクシステム』で

インターネット販売も楽々！

残席照会・予約申込・資料請求
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二度手間、入力ミスがありません。

業務効率向上を実現します。

基幹システムに登録したツアー情報で

手間なく掲載！

※オプション機能：『ポータルサイト入稿データ作成』

8W-120612

ツアー情報 旅行代金
旅行ポータルサイト

への各種掲載情報

ツアー情報 旅行代金
旅行ポータルサイト

への各種掲載情報

データ入稿

旅行ポータルサイト

旅行ポータルサイトへのデータ入稿が楽々！
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同じツアーで日本語／英語表示切替ができます。

インバウンド業務効率化をご支援！

インターネット予約申込ページを、

日本語／英語いずれでも表示できます。

※オプション機能：『ホームページリンクシステム』

インターネット販売の

英語対応も楽々！

旅行会社様
日本語サイト

旅行会社様
英語サイト

SymphonyAtwo
ホームページリンク

（予約受付）
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インターネット広告からの成約率の掌握を

ご支援！今後の戦略に活かせます。

コンバージョンタグを設定して、

予約成立カウント測定ツールと連動します。

※オプション機能：『ホームページリンクシステム／コンバージョンタグの追加』

インターネット予約成立カウント

測定ツールとの連動にも対応！

ご契約されている会社の
コンバージョンタグを

設定頂けます。

SymphonyAtwoへの
予約申込成立情報が、各社の
コンバージョン測定ツールに

反映します！
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SymphonyAtwoユーザ様同士であれば、

企画旅行会社も、販売会社（代理店）も、

二度手間が一切ありません。

SymphonyAtwoユーザ様同士のＢｔｏＢ、更には

ＢｔｏＢｔｏＣ取引がインターネット上で完結します！

企画旅行会社（Ａ） 販売会社（Ｂ）

販売会社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（商品提供／Ｗｅｂ掲載商品情報の提供）
（ユーザ様間連携システムＢｔｏＢ ）

①企画旅行会社（Ａ）は、自社の商品を販売会社（Ｂ）

へ提供します。

②販売会社（Ｂ）は、二度手間なく（Ａ）の商品を自社の

ホームページへ掲載できます。

③消費者（Ｃ）が、販売会社（Ｂ）のホームページから、

ツアーに予約します。

④販売会社（Ｂ）にSymphonyAtwoの予約カルテが自動で

作成されます。

⑤企画旅行会社（Ａ）にも、SymphonyAtwoの予約カルテ

が自動で作成されます。

（ＨＰリンクシステム）
（Ｗｅｂ予約 ＢｔｏＣ ）

①

②

③

④
⑤

※オプション機能：『ユーザ様間受委託販売／ホームページリンク連携（ＢｔｏＢｔｏＣ）』

企画会社～販売会社～消費者が

SymphonyAtwoで繋がります！

消費者（Ｃ）
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成田発 羽田発 関空発 名古屋発 福岡発

春の謝恩キャンペーン第１弾！！
①台北３泊４日１４８００円～！
②ソウル明洞ステイ１泊２日 ９８００円～！
③ホノルル３泊５日５４８００円～！
④サイパン２泊３日２４８００円～！

３月連休／春休みに泊まれるホテル大特集！

旅行保険は
ＳＡ損保へ！

国内旅行・海外旅行・業務出張など

幅広く手配旅行の受付ができます。

お客様が入力した交通や宿泊などの手配希望を

もとに、予約カルテを自動作成します。

※オプション機能：『ホームページリンク手配旅行受付システム』

手配旅行もインターネットで受付できます！

貴社ホームページ

メールからの入力が
要らないので、楽々！

旅行会社

交通・宿泊など希望
内容をお客様が入力

予約カルテ

手配旅行受付画面
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マイページ上でカード・コンビニ決済も行えます。

顧客サービス向上に有効活用頂けます。

予約内容 ・ 顧客情報、メッセージのやりとりを、

インターネット上でお客様と共有できます。

※オプション機能：『マイページ』

お客様専用の
ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞで
ログイン

SymphonyAtwoに予約・手配の内容、
お客様宛のメッセージを入力します。

お客様側からも
メッセージを
送れます。

『マイページ』活用で、顧客満足向上！

貴社ホームページ マイページ

予約カルテ
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電話、来店、インターネット・・・いつでも、どこでも、

カード決済／コンビニ決済で受付できます。

※オプション機能：『カード決済システム』 『コンビニ決済システム』

カード決済もコンビニ決済もお任せ下さい！

お客様のニーズに合わせて決済方法をご案内！

顧客サービスの向上にお役立て下さい。

予約カルテ マイページ

コンビニ決済は
ペーパレス（払込番号取得）と

バーコード付き払込票印刷に対応！

◆クレジットカード決済で処理された決済データ
から対象の予約カルテに入金処理されます。

◆カード情報非保持化対応済みです。

ホームページ予約
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インターネットへ接続できれば、

いつでもご利用頂けます。

今いるその場所がビジネスフィールドです。

ビジネスチャンスは一分一秒の争いです。

場所や時間に囚われません！

イ ン タ ー ネ ッ ト

社内でも！ 外出先でも！

商談先でも！

いつでも・どこでも・モバイル対応

※標準機能

在宅勤務でも！
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営業活動のあらゆるシーンで徹底支援、

一連の業務を迅速化して、営業効率ＵＰ。

営業マンの活動・実績も瞬時に把握します。

本当に効率良い営業活動が

できていますか？

見積提出状況把握

モバイル活用

行動予定自動管理 日報・実績書類

営業マンのスケジュールと

見積提出状況が一目瞭然！

※オプション機能：『営業人活動システム』

商談先カルテ
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地図データ、時刻表データをフル活用！

全国７００万件の施設データから、出発・経由地・目的地を

選択するだけで、誰でも簡単にコース表が作成できます。

※オプション機能：『国内コース表作成支援システム』

誰でも簡単！ 国内コース表作成！

時刻表・地図・施設データはクラウドシステムにて、

常に 新版を提供します！

大型車両が通れるルート検索も可能です！

時刻表を検索 地図上で検索

充実の施設データ

コース表が完成！

地図上で施設
情報を確認して

選択！

車でのルート検索

鉄道・飛行機・
フェリー・高速バ

スを網羅！

走行距離･時間･
有料道路代を
自動算出！

観光施設だけでなく、学校や
商店・公営施設まで網羅！
住所の直接入力も可能！
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※オプション機能：『修学旅行業務支援システム』

先生と生徒毎の旅費の計算が行えます。

班別・学級別行動の手配管理も万全です。

１．修学旅行見積書

２．旅行条件書

３．修学旅行旅程表

４．修学旅行手配書

５．修学旅行コース別経費明細書

６．修学旅行請求書

先生と生徒の旅費

計算がそれぞれ別々

に行えます！！

修学旅行に必要

な要素を網羅した

多彩な出力帳票を

ご用意！！

修学旅行業務も万全にサポートします！

修学旅行に関わる手配管理と書類作成の手間が、

大幅に軽減できます。

『修学旅行見積書』画面
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請求書も、運行指示書も、運送申込書／引受書も、

点呼簿も、輸送実績集計も、

全てSymphonyAtwoで作成できます！

旅行業務で作成する予約カルテ、国内コース表が、

貸切バスの運行指令書・線引き台帳と

完全連動します。

旅行業務と貸切バス業務が完全連動します！

※オプション機能：『バス運行管理システム』

旅行業務

貸切バス業務

予約カルテ 国内コース表

線引き台帳貸切運行指令書
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場所・拠点問わず、関係者全員が、

全社のバスの配車状況を把握できます。

分厚い紙のファイルが不要になります！

貸切運行指令書データが、線引き台帳に

自動反映します！

貸切バスの線引き台帳をシステムで管理します！

※オプション機能：『バス運行管理システム 貸切配車管理表』

貸切運行指令書

1週間～
1時間単位で
表示を切替

営業先でも
空き状況が
分かる！

営業所で
乗務予定を
確認！
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別のシステムや、エクセル管理が不要です。

ひとつのシステムで完結します。

デジタコ運行管理システム、

ＥＴＣ利用履歴発行システムから

データを取り込みます。

※オプション機能：『バス運行管理システム』

輸送実績報告書も、請求書も、
一切、二度手間無く作成します！

デジタコ
空車㌔・実車㌔

ＥＴＣ
利用区間・料金

システムへ取り込み！
手入力の手間が不要！

・請求書発行

・未収管理

・未払管理

・自動車輸送実績
統計調査表

・各種実績

貸切バス事業・旅行業基幹業務支援システム

帳票作成が簡便！
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移動距離・時間をインターネットなどで調べる時間が不要です。

新人スタッフでも簡単に作成できます。

常に 新の道路マップをご活用頂けます。

出発地・目的地を入力すると、時間と距離を自動計算します。

※オプション機能：『バス運行管理システム』

運送申込書／引受書の作成時間を
一気に短縮します！

貸切運行指令書作成（コース表作成）

運送申込書／運送引受書・乗車券

新人の私でも簡単
に作成できたわ！

30



貸切バスの走行距離・時間と、交代運転者の

有無・深夜割増など、必要な要素を【網羅】して、

上限／下限金額を自動計算します。

※オプション機能：『バス運行管理システム』

貸切バス運賃を自動計算します！

バスの走行距離・時間を自動算出します。

上限／下限の運賃・料金を自動計算します。

２０１４年３月国土交通省
通達内容に沿い、車種毎の
時間・距離の単価を
データベースに格納！

試算結果を元に、バス代を
素早く算出して、見積書や
運送引受書に連動します。

出発地・経由地・目的地を
施設データベース、
もしくは地図上の地点から
選択するだけ！

新地図データを元に、
短ルートを自動算出！

インターネットで調べて、手計算をする手間は一切不要！

全て、基幹システムの中だけで完結します！

誰でも簡単・正確に、貸切バス代の見積ができます！
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顧客データをキメ細やかに分析し、

ＤＭ戦略に活かします。

枚数・費用だけ嵩むDM送信とはさようなら。

ターゲットを絞り費用対効果を向上します！

縦 軸 項 目

･生年月日
･年齢
･旅行回数

２８項目

など・・

横 軸 項 目

･顧客担当
･都道府県
･問合せ回数

など・・

２８項目

顧客分析・マーケティング戦略立案を支援

※標準機能

趣 味 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 地 域旅行履歴 世 代
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過去の旅行歴や資料請求のあったお客様へ

メルマガやＤＭ等、 SymphonyAtwoから

一斉メール発信が可能です！

※標準機能

簡単、便利！メールマガジン発信機能

旅行履歴に限らず、趣味、地域、世代等の
様々な角度からターゲットが絞れます。

指定されたお客様へボタン一つで
一斉メール（画像付きも対応）発信！

SymphonyAtwoから一斉メール発信ができます。

メールアドレスを抽出して宛先に貼り付ける、

そんな煩わしさを解消します！

趣 味 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 地 域旅行履歴 世 代趣 味 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 地 域旅行履歴 世 代
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ポイント制度導入でリピータ化促進。

ファンのハートをガッチリ掴みます。

「ポイント制度導入は管理が大変？」

「いいえ、簡単ですよ。」

旅行１回目 旅行２回目

10000ﾎﾟｲﾝﾄ

20000ﾎﾟｲﾝﾄ

・旅行歴に応じて自動ポイント付与
・ポイント利用も簡単操作で楽々
・ボタン一つでポイント利用明細書出力

顧客ポイント管理でリピータ率アップ

※オプション機能：『顧客ポイント管理システム』

30000ポイントが

自動で貯まる！！

34



リピータ顧客のお名前や参加ツアー情報が

受話器を取った瞬間に表示されます。

電話応答の第一声から印象が格段に違います。

貴社の好感度アップ間違いなし！

電話着信と同時に

顧客データ・予約カルテを自動表示

※オプション機能：『ＣＴＩ予約受付システム』 CTI = Computer Telephony Integration

①お申込み予約カルテを一発表示

③お客様の基本情報表示

②ツアー情報
表示

～様、いつも
ありがとうございます。
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同一人物チェック機能で、

お客様情報のダブりデータを完全撲滅。

完璧な顧客データベースを構築します。

気をつけているのに顧客情報は

どうしてこんなにダブってしまうの？？？

顧客データベース
SATO HANAKO様

顧客データのダブりをなくします

・・・同一人物チェック機能

旅行歴：２件
４月Ａツアー参加
６月Ｂツアー参加

お客様№1234500000

旅行歴：１件
９月Ｆツアー参加

お客様№5432100000

旅行歴：１件
１月Ｃツアー参加

お客様№2020200000

旅行歴：１件
２月Ｅツアー参加

お客様№4848400000

旅行歴：１件
10月Ｄツアー参加

お客様№3333300000

SATO HANAKO様

旅行歴：３件
４月Ａツアー参加
６月Ｂツアー参加

お客様№1234500000

旅行歴：１件
１月Ｃツアー参加

お客様№2020200000

９月Ｆツアー参加

旅行歴：２件
２月Ｅツアー参加

お客様№4848400000

10月Ｄツアー参加

顧客データベース

氏名・生年月日・住所・電話番号・etc・・・
を条件として同一人物チェック！

同一人物？ 別人？それとも

データ統合
別データとして

管理
データ統合

同一人物だったら別人だったら同一人物だったら

※標準機能
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お客様へのアフターフォロー向上や、

今後のツアー企画にも活かせます。

お客様のお褒めの言葉やクレーム内容を、

予約カルテ毎に記録して、共有します。

入力内容を簡単検索！

さらに制限のない文字
入力フィールド！

お客様からの評価・クレームを有効活用

※標準機能
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大事な情報財産を

SymphonyAtwoに移行します。

改めて入力する手間は一切ありません。

既存システムに蓄積されたデータ資産を

可能な限り、有効活用します！

顧客データ 法人データ 代理店データ

施設データ 仕入先データ など

お任せ下さい、

既存システムからのデータコンバート

※オプション機能

顧客データ 法人データ 代理店データ

施設データ 仕入先データ など

『データコンバート』
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旅行回数（ﾘﾋﾟｰﾀ率）や申込地域も把握できます。

あらゆる年齢別の分析が可能です。

生年月日情報なし、年齢だけの入力でも大丈夫。

みなし年齢を元に集計する事が可能です！

みなし年齢機能で年齢層での集計機能も万全！

※標準機能
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資料請求情報、電話履歴／電話予定を 大活用。

無駄な行動を減らして

セールス効率大幅アップ。

資料請求情報を自動分析。

どのお客様へセールスすべきか一目瞭然です！

資料請求受付

分析

電話セールス

資料請求情報

電話履歴

Ａ：資料請求したツアーに予約中のお客様

Ｂ：資料請求したツアー以外に予約中のお客様

Ｃ：資料請求のみで予約なしのお客様

Ａ・Ｂ・Ｃグループに自動分類

資料請求情報・電話履歴をマーケティングに活用

※標準機能

Ｃグループに、
行動を集中！
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お客様へメール送信した履歴をSymphonyAtwoで確認できます。

お客様が請求書を確認されたかどうかチェックも可能です。

ご旅行内容案内書や請求書のペーパレス化を実現します！

ＰＤＦファイルをメールへ添付する手間が一切ありません。

SymphonyAtwoからボタンひとつでメール送信できます。

ご旅行内容案内書、請求書を簡単メール送信！

※標準機能
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請求書や見積書へ、

御社の社判／ロゴ画像を印字できます。

※標準機能

帳票へ社判／ロゴを印字できます！

押印のための仕事がなくなります！

印刷せずメール添付もできます！

モバイル・在宅勤務の円滑化もご支援！

出力帳票に反映

社判やロゴをシステムに登録

ハンコを
押さなくて
良いんだ！

自社ロゴ入りの
専用用紙を作る
経費が浮くね！
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予約カルテの交通・宿泊手配情報が反映！

日程表が簡単に作成できます。

※標準機能

日程表の作成もシステムにおまかせ！

日程のご案内はもちろん、

写真・画像を盛り込んで、

観光施設の見どころを反映できます。
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宿泊ホテル

●パシフィック・ビーチ・ホテル
ワイキキビーチから徒歩１分の
好立地ホテルです。
名物は、世界 大級のホテル内水族館
＜オーシャナリウム＞。
館内のレストランからもその優雅な姿
をご覧頂けますので、まるで海底に
いるかのような気分でお食事を
お楽しみ頂けます。

お客様にお渡しする『旅のしおり』を
簡単に作成できます！

『留守宅案内』も同時に作れます！

旅のお供にこの一冊を・・・旅のしおり

※標準機能

SymphonyAtwoに入力したフライトデータ、

ホテルスケジュールから日程表を作成します。

二度手間、転記ミスを一切無くします！

施設／仕入先の
写真や説明を
挿入出来ます！
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「今日、××便に乗っているお客様」
「明日、○○市に滞在しているお客様」など、

状況に合わせて柔軟なリストを出力。

渡航者情報をいち早くキャッチ。

緊急時にも慌てません。

「いつ？｣「どこで？｣「誰が？｣

危機管理は万全！どこに居ても深夜でも、

緊急時に必要な情報を掌握できます！

※標準機能

予約者所在キャッチリスト

深夜でも、
外出先でも・・
該当の予約者一覧を
スマホで一発表示！

滞在ホテル、
利用フライトや
緊急連絡先情報など、
迅速かつ仔細に掌握！
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営業会議の１分前に集計を出力して、

そのまま会議で活用！

エクセルにデータを落として並び替え、修正・・。

もう、そんな作業は不要です！

縦軸 横軸

４１項目 ９４項目

実績集計資料の作成時間を大幅短縮

※標準機能

欲しい帳票をボタン一つで一発出力！
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集計作成に掛ける時間を大幅に短縮します。

出力したい時に、短時間で出力できます。

予算と実績、前年と今年、

達成率・対比率集計は、システムにお任せ！

予算対比・前年対比集計を一発で出力！

※標準機能

縦軸（２６項目）

サンプル：担当者別の予算対比集計
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集計を行うたびの、条件指定→印刷出力→
関係者への配布・・・という仕事をなくします！

実績集計の出力日時と条件指定を、

事前に予約できます！

【自動集計予約機能】で、

実績集計に関わる業務を変革します！

※標準機能

事前予約した日時に、
集計をお届けしたい
担当者へ自動通知！

例えば、「２０２０年度上半期予算達成状況」の集計を、

・出力日時：毎月９日 １６：００
・出力範囲：出力日の年度初日～６ヶ月後月末出発まで
・対象項目：「売上予算」「売上実績」「達成率」・・と

事前設定（予約）しておきます。

クリックして表示
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資金繰りの見通しが、

格段に把握しやすくなります。

入金‥‥請求宛先や旅行形態を判断して、

入金予定日を自動セットします。

支払‥‥仕入先／商品を判断して、

支払予定日を自動セットします。

※標準機能

①個人のお客様は、旅行形態毎に申込金・残金の入金日を設定し
その入金予定日を自動セットします。

②法人・代理店のお客様は、締め日をそれぞれの会社様毎に
設定し、その会社様毎の入金予定日を自動セットします。

①商品毎に支払基準日を設定。出発日・発券日・引渡し日・利用日
など、多彩な基準日に対応します。

②仕入先毎に締め日・支払日を設定し、基準日に基づき予定日を
自動セットします。

入金予定日／支払予定日を自動セット！！

①支払予定日毎の
支払金額予定を掌握。

②支払計画・資金繰り
計画立案に活用！

①取引先毎の入金
予定日超過状況を
掌握。

②当月・翌月末時点の
入金予定額見込みを
予測！
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Ａ４用紙１枚に、経営者が欲しい情報を集約！

先を見据えた経営戦略に活用できます。

【日 報】
本日１日分の受注状況と入出金状況を、
出発月毎に集計します。
※週報、月報も出力できます。

【売上／受注残】

本日時点の今期実績（売上・受注残・粗利・
人数）を、出発日毎に集計します。

【予算達成状況】

本日時点の今期予算達成状況（売上・粗利・
人数）を、出発日毎に集計します。

【入金／出金状況】
本日時点の入金状況（前受金・未収金）と

出金状況（前払金・未払金）を、出発日毎に
集計します。

【資金繰状況】
本日以降、１ヶ月先までの資金繰状況を
集計します。
※集計開始日を指定することで、１ヶ月先
以降の資金繰状況も集計可能です。

ふむふむ。
調子が上がっているな。
今こそ攻め時かな・・・

※標準機能

今、知りたい実績状況、数字の実態を

『経営日報』 で掌握できます。

本日の営業実績、予算達成状況、

１ヶ月先迄の資金繰り状況が一目で分かります
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※標準機能

全ての取引先の与信状況を、

システムで、全社で共有します。

得意先法人・代理店毎に、

売掛金の上限を管理できます。

与信限度額を超過して

売上げを計上すると

自動で警告メッセージ

を表示します。

与信金額の管理が万全です
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年次決算の書類作成時間を、

飛躍的に短縮します！

今後の消費税変更にも万全に対応します！

商品マスタの税区分設定に基づき、

自動で消費税計算をします！

消費税計算もお任せ！

税区分毎の数字を一発で算出！

※標準機能

消費税計算書

予約カルテ／金銭情報

商品登録／税区分設定
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決算時に活用する債権残高確認書が

ボタン１つで出力できます！

※標準機能

債権管理もSymphonyAtwoにお任せ下さい

加工・修正は一切不要！取引先へ

提出できる状態で、システムから一発出力！

《債権残高確認書サンプル》

Ａ社（債権額：X,XXX,XXX円） Ｂ社（債権額：X,XXX,XXX円） Ｃ社（債権額：X,XXX,XXX円）

ポイント２

SymphonyAtwoの
債権残高から出力
している為、一切の
手作業や加工を

すること無く帳票の

出力が行えます！

ポイント１

期末時点で債権先に

債権額の相違が無い

かを確認して頂く帳票

や、その明細書の出

力が行えます！
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SymphonyAtwoには、部署の収益を

自動配分する機能が標準装備。

合理性／生産性向上達成します。

ツアー造成部署と販売部署の収益配分で

頭を悩ませていませんか？

ツアー造成部署

【２つの機能があります。】

①収益配分／按分機能
確定したツアーの収益を予約者数（ＫＫ数）で、自動配分／按分する機能です。

②収益配分／手数料率機能
ⅰ）予め、販売手数料率を設定します。（代理店販売と同じ考えかたです。）
ⅱ）予約と同時に、販売部署に収益を計上します。
ⅲ）ツアー造成部署の収益は、全体収益から販売手数料を差し引いた残りです。

Ｃ部署

Ａ部署の
収益は１０万円

Ｂ部署の
収益は８万円

Ｃ部署の
収益は４万円

部署間の収益配分も完璧です

※標準機能

Ａ部署

Ｂ部署

予約

予約

予約
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・業界標準マスタの提供で準備段階の負担が 小限。

・経験豊富なサポート専任スタッフが稼働をご支援。

・充実した操作・運用マニアルの提供。

・短期間で『業務改善・成果獲得』します。

導入をご決定頂いてから、稼働開始まで４５日です。

３７年間の経験、ユーザ様３００社以上の稼働実績で

貴社のシステム導入成功をご支援します。

４５日間で稼働開始できます

※標準機能

全国３００社以上の稼働実績

完成された汎用アプリケーション
充実した操作・運用マニアル経験豊富なサポート

安定稼働までの要件

①導入事前打合せ

②全体説明会実施

③操作講習会

④経理運用指導

⑤合理性／生産性
向上推進委員会

・郵便番号辞書

・銀行マスタ

・渡航手続書類

・施設／仕入先

ｅｔｃ ・・・

業界標準マスタ３７年間の経験
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新人教育から、運用拡大を行う際の

ツールとして、幅広く活用できます。

いつでも、誰でも閲覧できる

オンラインマニアルです。

※標準機能

オンラインマニアルを完備

・・・SymphonyAtwoバイブル

【充実した内容】
１．操作方法
２．推奨の運用方法の手引き
３．備品の発注案内 等

見易い！
検索し易い！
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紙やメールで運用マニアルを配布・更新する

手間が不要！運用ルールを徹底的に活かします。

運用ルールを入力・管理して、

操作中いつでも・誰でも閲覧できます！

操作中でも・・

ボタンをクリックするだけで・・

社内運用ルールもSymphonyAtwoで一元管理

※標準機能

社内運用ルールが閲覧できます！
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操作中のジョブのＱ＆Ａ集や操作説明書が

ピンポイントで確認できます。

操作に困った時には、

Ｑ＆Ａ集をクリックして下さい！

困った時は、Ｑ＆Ａ集機能で解決！

※標準機能

操作中でも・・

ボタンをクリックするだけで・・

キーワードで
検索！

Q&A集やバイブルが閲覧できます！

該当のページを
表示

説明画面を
表示！
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ウィ・キャンへのお問合せは、

全て記録に残ります。

問合せ発信～進捗状況・回答までを、

システムで一元管理！

行き違いや漏れを防ぎます。

ウィ・キャンへのお問合せと、

回答・進捗状況の確認が簡単・円滑です！！

※標準機能

ユーザ様 ウィ・キャン

進捗状況／回答確認

③入力と同時に通知

＜SymphonyAtwo質疑／要望進捗表＞＜メインメニュー＞

ウィ・キャンへお問合せ

ウィ・キャンお問合せシステムへ入力

電話・ＦＡＸ・メール

お問合せ内容
が自動反映

対応結果・
状況を入力

データベースで管理
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