
500円割引クーポン・コンプリートチケット特典対象商品　一覧表

Q＆A

アイコン解説一覧

スタンプの貯め方

④自動でスタンプが付与
　されます

※１日１回のみとなります。

①「スタンプカード」を開く ②「スタンプを受け取る」
　をタップする

③QRを読み込みます

QRコードリーダー

注意事項
■初回スタンプを獲得してから365日以内にスタンプの
押印がないと失効となります

4つの枠の一番最初に押されたタイミングです
（例）来店スタンプを
2019年10月1日に付与された場合は2020年9月30日までが期限となります

注意事項

■他サービスとの併用はできません

■ご本人様のみご利用可能です

■一回のお会計につき1枚利用可能です

■コンプリートチケットは上に追加されていきますので
以前に付与されたものほど下にあります
※一番下のチケットからのご利用をお勧めします

■最終コンプリートチケット取得から1年以内にチケット
のご利用がないと失効になります

100円割引を使う場合は1番下の「チケットを使う」ボタンをタップしてください
「コンプリートチケットの消込」を確認し割引処理を行います

（例）お客様が現在コンプリートチケットを3枚持っているとします

3枚目

2枚目

1枚目

3枚目

2枚目

1枚目

使用済み

残りの2つが
利用可能

利用分が消込
される

100円割引

1枚利用

コンプリートチケット 
1枚使用で

お会計時にコンプリートチケットを3枚までご使用になれます

コンプリートチケットを3枚ご使用の際は
「チケットを使う」ボタンを3回タップしてください

コンプリートチケット1枚 ➡100円割引
コンプリートチケット2枚 ➡300円割引
コンプリートチケット3枚 ➡600円割引

取扱説明書取扱説明書

お得がいっぱい

使わなきゃ
損する！

「500円割引クーポン」が自動で届きます
※通常3分程度

※端末の『個別の仕様』、アプリ起動時の『通信環境』の状況により「500円割引クーポン」の
プッシュ通知が届かない場合がございます

プッシュ通知設定が『OFF』になっている場合「500円割引クーポン」は届きません

③プロフィール設定（登録）

タップして開きます

②アプリを開く
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①ダウンロード
まずは「八仙閣アプリ」をダウンロード!!

ダウンロードの前に端末自体のプッシュ通知に関わる
全ての項目がONになっているかご確認ください。
またダウンロード後にアプリのプッシュ通知をONに
してください。

【次回以降の場合】

初回ダウンロード時に登録されていない
場合でも次回以降にトップ画面右下の
『設定』のなかの「プロフィール設定」
からご登録可能!!

【初回ダウンロード時の場合】

ニックネーム
生年月日
性別

プロフィール設定

戻る 保存

続けて「プロフィール設定」

ニックネーム
生年月日
性別
を全てご記入ください

※記入もれがある場合は500円割引クーポン
　は届きません

ニックネーム
生年月日
性別

500円割引クーポン  （初回ダウンロード特典）取得方法
※予告なく終了する場合がございます

利用の流れ500円割引クーポン  （初回ダウンロード特典）

コンプリートチケット 発行の流れ

お気に入り店舗からプッシュ通知が届いたら

②「本文」をタップする

プッシュ通知画面になったら
届いた内容をタップしてください。

●●フェアのご案内

ご注文受付中

●●店からクーポンのお届け

プッシュ通知

●●フェアのご案内

ご注文受付中

●●店からクーポンのお届け●●店からクーポンのお届け

B：アプリ起動時A：待ち受け画面
「お知らせ」をタップする「詳細を表示する」をタップする

①プッシュ通知画面を開く

【使用ボタンがある場合】
④「使用する」をタップする

⑥「使用済み」となります 【使用ボタンがない場合】

ご本人様でボタンを押してください

使用する

⑤「はい」をタップする

本当に使用しますか？

はい

いいえ

ご本人様でボタンを押してください

③クーポン表示

クーポンが表示されます。

ご利用になるまでは下に表示される「使用する」
ボタンは押さないでください。

【ご注意点】

COUPON
●●店

お得な

※有効期限内は
何度でも利用可能‼

ご来店で1スタンププレゼント！
スタンプ4個貯めてお得なコンプリートチケットプレゼント

スタンプご利用可能施設▲

スタンプを受け取る

01 02 03 04

コード認証

スタンプ

スタンプを受け取る

01 02 03 04

コード認証

①スタンプが4つ貯まったら ②コンプリートチケットが
　自動で発行されます

③「コンプリートチケットを
　受け取る」をタップする

④コンプリートチケットが
　自動で追加されます

獲得日と有効期限も表示されます。

端末の『個別の仕様』やアプリ
起動時の『通信環境』により正常に
動作しない場合がございます。

※最大約5分ほどかかります

チケットをご提示!!

※使用ボタンがない場合

（例）

（例）利用例

COUPON
●●店

お得な

クーポン

有効期限
2020年●月●日 00時00分まで

【ご利用注意点】
お会計の際にこの画面をスタッフへ
ご提示してください。

※他サービス併用不可
※期間内何度でも利用可能

使用する

クーポン

有効期限
2020年●月●日 00時00分まで

【ご利用注意点】
お会計の際にこの画面をスタッフへ
ご提示してください。

※他サービス併用不可
※期間内何度でも利用可能

使用する

コンプリートチケット 利用の流れ

①「スタンプページへ戻る」
　をタップする

コンプリートチケットが自動で追加
された後「スタンプページへ戻る」
をタップ !!

スタンプページへ戻る

チケットを使う

スタンプページへ戻る

②「コンプリートチケット」
　が追加されたか確認する

スタンプ

スタンプを受け取る

ご来店で1スタンププレゼント！
スタンプ4個貯めてお得なコンプリートチケットプレゼント

スタンプご利用可能施設▲

01 02 03 04

コード認証

コンプリートチケット確認

会員ID

1234567

スタンプの押印欄が
リセットされている
（次のスタンプ押印開始）

「コンプリートチケット
確認」のボタンが追加
されている

コード認証ボタンは
使用しません

③「コンプリートチケット
　確認」をタップする　

スタンプ

スタンプを受け取る

ご来店で1スタンププレゼント！
スタンプ4個貯めてお得なコンプリートチケットプレゼント

スタンプご利用可能施設▲

01 02 03 04

コード認証

コンプリートチケット確認

会員ID

1234567

スタンプ

スタンプを受け取る

ご来店で1スタンププレゼント！
スタンプ4個貯めてお得なコンプリートチケットプレゼント

スタンプご利用可能施設▲

01 02 03 04

コード認証

コンプリートチケット確認

会員ID

1234567

④「チケットを使う」をタップ
　する

スタンプページへ戻る

チケットを使う

スタンプページへ戻る

⑤「チケットを利用する」を
　タップする

⑥「使用済み」となります

（例）

①「お知らせ」を開く ②「本文」をタップする
「アプリダウンロードに感謝を込めて」
をタップ !!

アプリダウンロードに感謝を込めて
クーポン　●●年●月●日　配信クーポン　●●年●月●日　配信

③500円割引クーポン表示

ご利用になるまでは下に表示される「使用する」
ボタンは押さないでください。

【ご注意点】

⑥「使用済み」となります

④500円割引クーポンを使う

レジにて「500円割引クーポン」の
『使用する』をタップ !!

ご本人様でボタンを押してください

使用する

⑤「はい」をタップする

ご本人様でボタンを押してください

本当に使用しますか？

はい

いいえ

本当に使用しますか？

はい

いいえ

（例）

COUPON
●●店

お得な

クーポン

有効期限
2020年●月●日 00時00分まで

【ご利用注意点】
お会計の際にこの画面をスタッフへ
ご提示してください。

※他サービス併用不可
※期間内何度でも利用可能

使用する

クーポン

有効期限
2020年●月●日 00時00分まで

COUPON
●●店

お得な

クーポン

有効期限
2020年●月●日 00時00分まで

【ご利用注意点】
お会計の際にこの画面をスタッフへ
ご提示してください。

※他サービス併用不可
※期間内何度でも利用可能

※他サービス併用不可
※期間内何度でも利用可能

使用する

本当に使用しますか？

はい

いいえ

使用済み

COUPON
●●店

お得な

使用済み
COUPON

●●店

お得な

使用済み

【ご利用注意点】
お会計の際にこの画面をスタッフへ
ご提示してください。

使用済み

「開く」をタップしてください。

NEW

NEW

待ち受け画面

八仙閣
●●店からクーポンのお届け

閉じる 詳細を表示する詳細を表示する
八仙閣
●●店からのクーポンのお届け

（例）

■スタンプカード
①「スタンプを受け取る」を押しQRを読み込むと自動でスタンプを取得します (１日１回 )
②スタンプが４つ貯まると自動で「コンプリートチケット」が付与されます
③コンプリートチケット数に応じてサービスが受けられます。また同時に３枚まで利用可能です。
(1 枚 =100 円割引、２枚=300 円割引、3枚 =600 円割引 )

■クーポン
八仙閣のお得なクーポンやフェア・イベントの情報が配信されます。
１回限りのクーポンや、期間中何度でも利用可能なクーポンがありますので、都度内容
をご確認ください。

■お知らせ
プッシュ通知、自動プッシュ通知された内容が格納されます。
※初回ダウンロード時もしくは次回以降「設定」よりプロフィール登録を
していただくと、500 円割引クーポンがプッシュ配信で付与されますが、
このクーポンも『お知らせ』内に入ります

■店舗情報
各店舗のお得な情報やお知らせ内容が届きます。
なお「お気に入り店舗」をご登録いただくと、全店共通のお知らせと、登録された店舗のみの
情報が届きます。

■フェア・イベント
全店舗共通のフェア・イベント、お知らせや「お気に入り店舗」に登録した店舗の情報
を確認することができます。

■アンケート
アンケートが表示されます。皆さまからのご意見が八仙閣のサービス向上につながりま
すので、ご協力いただけますと幸いです。

■求人
八仙閣の「求人」ページに移動します

■メニュー・テイクアウト・宅配・宴会仮予約
全店舗集約した「メニュー」「テイクアウト」「宅配」「宴会仮予約」のページに移動し
しますので、そのページから任意のページをご確認ください。

「設定」ページに移動します。ここでは、『プロフィール登録』や『データ引継ぎ』がで
きます。
※アプリインストール時に「プロフィール登録」をされなかった場合は、こちらから
　いつでも登録することができます

■設定

各種ボタンの使用説明と、よくあるお問い合わせ（Q＆A）を紹介しています。

■アプリの使い方

八仙閣アプリは、みなさまのご要望やよりよいサービスの向上のため、予告なしにアップデートする可能性がございます。
また、機種によって『八仙閣アプリ』をご利用になれない場合や、端末の『個別の仕様』やアプリ起動時の『通信環境』によ
り正常に動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。

A　八仙閣アプリの右下にある「設定」ボタンを押します。画面が切り替わり” インフォ” と表示される
       画面が出てくるので、プロフィール設定を押してニックネーム・生年月日・性別をご記入ください

Q　八仙閣アプリをダウンロードしたけど、プロフィール登録の場所が分かりません

A　スマホ本体のGPSと八仙閣アプリのGPSがそれぞれ”ON”の状態になっていることをご確認ください。
　   またはスマホの再起動を一度お願い致します

Q　「スタンプカード」からQRを読み込んでも、スタンプが付与されません

A　八仙閣アプリをダウンロード後、初めて起動した際または、次回以降に設定からプロフィール設定を
　  していただくと通信環境も影響しますが約 5分ほどで、自動で 500 円割引クーポンが付与されます。
　  500 円割引クーポンをご利用される場合は八仙閣アプリの「お知らせ」からご利用ください。

Q　500 円チケット（初回ダウンロード特典）はどうやったらもらえますか？

※プッシュ通知がONになっていないと一部機能がただしく
　作動しない場合があります

ランチ ディナー テイクアウト
個室利用
（宴会） 弁当 宅配

 デリバリー おせち

本店 ※4F 特設会場
のみ〇 ー × × × × ×

銀香梅 〇 〇 ー 〇
※3F～7F
本店個室×

ー ー ×

蓮双庭 〇 〇 ー 〇
※3F～7F
本店個室×

ー ー ×

博多デイトス店 〇 〇 〇 × × × ×

今宿店 〇 〇 〇 × × × ×

春日店 〇 〇 〇 × × × ×

志免店 〇 〇 〇 × × × ×

中間店 〇 〇 〇 × × × ×

HACHI KICHI 〇 〇 〇 × × × ×

新宮中央駅前店 〇 〇 〇 × × × ×

スタンプページへ戻る

チケットを使う

スタンプページへ戻る

チケットを使う


