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基本システム 

Google クラクドを活用した、独自 GoogleApps による体験プログラム予約と体験型資源情報の告知

のためのシステムです。 

このオンパク CASシステムは以下の特徴があります。 

・システム利用地域予約会員の相互利用が可能 

・特定のエリアやカテゴリーでの、地域横断型ポータルの設置が可能(開発中) 

・Googleクラウド活用による、高いセキュリティ 

 

各機能について 

会員管理 

・事務局：会員登録機能 

・会員：会員情報修正機能 

・会員：新規会員登録機能(他のオンパク CAS システム利用地域共通) 

 

体験型プログラム登録機能 

・体験型イベント事務局側登録機能(事務局専用管理ページにて) 

・体験型イベント実施者紹介ページ登録機能 

・体験型イベント実施場所紹介登録機能 

・体験型イベントジャンル登録機能 

・体験型イベント開催エリア登録機能 

・GoogleMap 登録機能 

・イベント開催日程登録機能 

・ウェブ予約受付日設定(プログラムごと) 

・ウェブ予約受付時間設定(全プログラム統一) 

・ウェブ予約定員設定機能 

 

体験型プログラム予約機能 

・体験型イベント予約機能(会員限定) 

・体験型イベント予約機能(会員以外も可) 

・電話予約受付機能(事務局管理ページ) 

・会員：会員予約履歴確認・予約修正・予約キャンセル 



オンパククラウド体験予約システム仕様書 

3 / 15 

サイト管理機能 

・静的ページ作成機能(管理ページから修正) 

・サイト基本設定 

・Google Analytics設定 

 

メール配信機能 

自動返信メール送付機能(予約時におけるメールアドレス登録されている時のみ) 

  ・予約完了 

  ・予約キャンセル 

  ・予約修正 

  ・会員登録完了 

 

 

オンパク CAS システム導入について 

システム導入の流れ 

1. [地域予約システム管理者] 申し込み前の作業：ドメインの取得 

2. [地域予約システム管理者] 申し込み前の作業：GoogleApps へのドメインの登録 

3. [地域予約システム管理者] 申し込み前の作業：Google Map API keyの取得 

4. [地域予約システム管理者] 申し込み前の作業：Google Analytics Codeの取得 

5. [地域予約システム管理者] 申し込みページから受付 

6. [ジャパン・オンパク管理者] 登録情報の確認 

7. [ジャパン・オンパク管理者] オンパククラウド ASPの root サイトより、サイト登録 

8. [ジャパン・オンパク管理者] ユーザー(地域 admin)へ、アカウント情報の連絡 

9. [地域予約システム管理者] ドメイン移行と GoogleApps の登録 

10. [地域予約システム管理者] サイト構築 

11. [地域予約システム管理者] サイトデザイン 

12. [地域予約システム登録スタッフ] プログラム登録事前作業 

13. [地域予約システム登録スタッフ] プログラムの登録 

14. サイトオープン 
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システム導入に必要なもの 

・校了済みのガイドブックデータ 

(テキストをコピペできる方が作業能率が上がるので、アウトライン前を推薦) 

・パートナーさん紹介用データ(パートナーさんが主役になれるような) 

・会場紹介用データ(ストーリーのある場所で開催の場合は特に) 

・イベントの思いや予約方法などの紹介ページ用データ(例:オンパクとは？) 

・その他、システム構築に必要なデータ 

- 利用希望ドメイン 

※独自ドメインの場合はDNS サーバーサービスが付いているドメイン取得サービスで 

- GoogleMapアカウント 

- GoogleMap初期設定ポイント 

- Google Analytics アカウント 

- 予約開始日 

- 予約開始時間 

- GoogleApps アカウント 

- カテゴリー用画像 

トップページ用リンクボタン、各カテゴリーページメイン画像 

- 事務局の連絡先 

※FTPでのデータアップロードはできません。別に画像アップロード用のウェブサーバースペースがあ

ると便利です。 

 



オンパククラウド体験予約システム仕様書 

5 / 15 

 

サービスプラン及び料金について 

・ 下記料金の適用は、立ち上げ時登録料と月額利用料となります。サイトデザイン調整や静的ページ

作成、プログラム登録作業については、別料金になります。 

 

【オンパクCASサービスプラン一覧】 

サービスコース  おためし(※7)  ベーシック  プレミアム  プレミアム・プラス  

登録プログラム数(※1)  延べ100回まで  年間延べ300回まで  年間延べ2,000回まで  年間延べ2,001回以上  

カスタムデザイン  × (プリセットパターン) × (プリセットパターン) ○  ○  

立上げ時登録費（※2）  50,000円  100,000円（※6）  250,000円(※6)  プレミアムから移行のみ  

サイト作成代行（※8）  150,000円～  

基本デザイン  

150,000円～  

基本デザイン  

300,000円～  

カスタムデザイン  

300,000円～  

カスタムデザイン  

データ登録代行（※8）  100,000円～  100,000円～  100,000円～  100,000円～  

最大試用期間  180日間(※3)  なし  なし  なし  

利用料金 一般  10,000円／180日  8,000円/月  18,000円/月  28,000円/月  

ジャパン会員  なし  4,000円/月  8,000円/月  18,000円/月  

広告（※5）  表示されます  表示されます  表示されません  表示されません  

独自ドメイン  × (※4)  × (※4)  ○  ○  

予約ページ項目数追加  ×  ×  ○  ○  

導入時の費用  

およびサポート  

社）ジャパン・オンパク指定の事業者による安心導入サポートがありま

す。(有料) ※メール・スカイプでのサポートは、立ち上げ時登録費に含まれて

います。  

※ハンズオン(現地へ赴いて)の指導は一回あたり、日帰り50,000円、宿泊

80,000円（旅費は別途実費）となります。  

 

※1 ) ひとつのプログラムを30回開催した場合、延べ30回となります。  

※2 ) ドメイン取得・GoogleAppsｈの登録作業は含まれていません。（マニュアルを提供、費用別途の導入サポートあり）  

※3 ) 最大使用期間終了後は、データは削除されます。  

※4 ) 社）ジャパン・オンパクが用意するドメインのサブドメイン利用となります。  

※5 ) 広告掲載は事前に通知されてからの開始となります。  

※6 ) サービスコース移行の場合は、前のコースとの差額分の追加費用となります。  

※7 ) おためしコースのご利用は、社）ジャパン・オンパク認定トレーナーによる支援地域に限定されます。  

※8 ) サイト作成代行、データ登録代行はオプションサービスとなり、作業内容を確認した上でのお見積りとなります。 
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システム画面イメージ 

システムログイン 

 

プログラム予約画面 
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予約の変更とキャンセル画面 
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会員情報の登録と修正画面 

 

 

 

システム基本設定画面 

 

 



オンパククラウド体験予約システム仕様書 

11 / 15 

テンプレート設定画面 

 

この画面はプレミアムサービスの設定画面となります。 

ベーシックサービスは、ページデザインの変更は、基本デザインの選択(4 パターンを予定)のみとなり

ます。 
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プログラムタグ(ジャンル・エリア)設定画面 

 

 

プログラム登録画面 
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プログラム一覧画面 
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トップページ例 

 

 

プログラム一覧ページ例 
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プログラム詳細ページ例 

 


