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①はじめに 発注の流れ

1

ロイヤルのクリスマスケーキ、お中元・お歳暮・おせち商品の発注作業は、
Ｗｅｂサイト「ロイヤルオンラインショッピング」に一本化されました。

店舗用ＩＤとＰＷでログインすることで催事特設ページが表示され、
店舗獲得数として発注をすることができます。

発注内容の確認/
プリントアウト

次頁より詳細の説明です

申込書を受け取る

記入欄すべてが埋まっていることを確認してください。

施錠できる場所に保管
申し込み終了後は

速やかに個人情報廃棄処理を行う

～初期設定～
ID ・・・店舗コード 、
パスワード ・・・電話番号（「－」ハイフンなし）

↓

～初回ログイン後～
必ずマイページから 「パスワードの変更」を行ってくださ
い。(3ページ参照）

特設カテゴリーがありますので
そこから商品を選択することができます。

※クリスマス、お中元・お歳暮、おせち毎
にカテゴリが異なりますので、発注する商
品のカテゴリに入って発注してください。

※お渡し方法、割引適用によりカテゴリが
異なりますので、発注する商品のカテゴリ
に入って発注してください。



②予約サイトを閲覧

ID・パスワードは
大文字小文字判別します

※初回ログイン後、速やかにパスワードの変更を行ってください。

※パスワードを忘れた場合は → パスワードをお忘れの方はこちら から
パスワード再設定を行うことができます。

※パスワードを3回間違えるとログインできなくなります。
その場合も「パスワードをお忘れの方はこちら」から再設定をお願いいたします。 2

ここをクリックして
ログインページへ移動。

ログインには必ず店舗用IDとパスワードでログインしてください。
それ以外のIDとパスワードでログインすると従業員専用画面になりません。

～ＩＤ・パスワードの初期設定～
ＩＤ・・・・・・・・店舗コード
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ・・・電話番号（ﾊｲﾌﾝなし）

↓
～初回ログイン後～
必ずマイページから
「パスワードの変更」を行って
ください。(3ページ参照）

ログインする

!

!

①ロイヤルのポータルサイト、左端にバナーがいくつかありますので一番下にある【ROYALグループ従業員催事専用

ぺージ】バナーをクリックして下さい。

※ログインが必要です。ご注意ください。
クリックすると、セキュリティエリアとして別途ログインが
必要となりますので、店舗コードIDと電話番号（ハイフンな

し）でログインしてください。



③商品の予約 催事専用ページを開く

催事専用ページより、ご予約の商品毎のカテゴリーに移動してください。

クリスマス宅配商品の
発注はこちらから

クリスマス店舗渡しおよび店
舗渡し（従業員割引）商品の

発注はこちらから

12月20日以前にお届け希望
の商品の予約はこちらから

（宅配に限ります）

お渡し方法・割引有無により購入する商品カテゴリが異なり
ます。下記の３つのカテゴリに入り商品を確認してください。

店舗渡し不可店舗は
閲覧できません。

!

割引有無により購入する商品カテゴリが異なります。下記の
２つのカテゴリに入り商品を確認してください。

お歳暮通常価格商品
の発注はこちらから

お歳暮従業員割引商品の
予約はこちらから

クリスマス

お歳暮
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③商品の予約 催事専用ページを開く

催事専用ページより、ご予約の商品毎のカテゴリーに移動してください。

おせち

割引有無により購入する商品カテゴリが異なります。下記の
２つのカテゴリに入り商品を確認してください。

おせち通常価格商品の発注
はこちらから

おせち従業員割引商品
の発注はこちらから

お中元

割引有無により購入する商品カテゴリが異なります。下記の
２つのカテゴリに入り商品を確認してください。

お中元通常価格商品の発注
はこちらから

お中元従業員割引商品の
発注はこちらから
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③商品の予約
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ご発注商品を選択して・注文情報を入力してください。

商品を選択する

品種・数量が確定した
らこちらをクリック。

他の商品も発注する
場合はこちらをクリッ
クして発注を繰り返す。



③商品の予約

お届け先の情報を選択してください。

顧客情報を入力する

お届先の
登録・選択

依頼主の
入力

配送日の
指定

支払方法
の指定 注文

お届先の
登録・選択

顧客情報入力の流れ

アドレスの修正ができます。
すでに登録済みの情報を

修正する場合はクリックし、情報
を修正してください。

新規にアドレスを登録すると、ここに表示されます。
登録後、お届先にチェックを入れ指定してください。

ロイヤル太郎さん、ロイヤル花子さん、２件のお届先を登録し
た例です。
この場合は“ロイヤル花子さん”がお届先になります。

新しいアドレスを登録できます。

（アドレス帳）最下部にこのボタ
ンがあります。新しいアドレス帳
をクリックし、その都度、登録し
てください。

●店舗ID登録情報
ログインした店舗情報が一番
上に既に登録されています。
（基本使用しないでください。）
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～店舗ID登録情報～
ログインした店舗情報が一番上に既に登録されています。
（基本使用しないでください。）

～ここにチェックを入れた場合～
お届先指定がそのままご依頼主になります。
依頼主・・・“ロイヤル花子さん” → お届先・・・“ロイヤル花子さん”

～ここにチェックを入れた場合～
依頼主入力画面が表示されます。アドレス帳に登録が無い場合は、新しい依頼主を入力します。
依頼主・・・（下で入力した）“ロイヤル次郎さん” → お届先・・・“ロイヤル花子さん”

依頼主入力画面
が表示されます。

③商品の予約

依頼主の情報を入力してください。
依頼主の
入力

こちらを使用した場合は
住所情報が保存
されません。

顧客情報を入力する
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～ここにチェックを入れた場合～
ご依頼主がアドレス帳より選択できます。
依頼主・・・“ロイヤル太郎さん” → お届先・・・“ロイヤル花子さん”

アドレス帳選択画面
が表示されます
のでチェック
します。

（アドレス帳）

繰り返し依頼主として
使用したい場合は、

ボタンを押してアドレスを
登録してください。



③商品の予約

のし情報の登録

顧客情報を入力する
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プルダウンリストからのしの種類を選択します。

上記、プルダウンリストにない場合は[その他（記入欄に入力）]を選択し、記入欄に入力をお願いし
ます。※”のし“種類に選択がない場合はのしなしで手配します。

!
クリスマス商品、おせち、など一部のしを利用できない商品があります。



③商品の予約
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※クリスマス商品はカタログ記載の配送日付、午前中・１２時～１６時の時間帯で指定が可能です。
｢希望なし｣を選択した場合は配送初日のお届けになります。

※おせちは１２月２９日～１２月３０日の日付、時間帯指定はできません。
｢希望なし｣を選択した場合は１２月３０日のお届けになります。

配送希望日時を選択してください。
※配送希望日指定可能日は商品によって異なります。

配送日時指定・お支払い方法選択

配送日の
指定

お支払い方法を選択してください。

店舗代金（現金）

店頭代金(G-CAT) 

店頭にて現金精算していただく場合

店舗レジのＧ－ＣＡＴ端末にてクレジットカードをご利用いただく場合

代金引換
お客様がお受け取りの際にお支払いいただく場合
（店舗渡しの場合はご利用できません）

支払方法
の指定

代金引換

!

クレジットカード クレジットカードで発注サイト内で決済する場合（※注意）

コンビニ支払い コンビニ支払いで発注サイト内で決済する場合（※注意）

コンビニ支払い

（※注意）について

クレジットカード、コンビニ支払いは売上計上店舗・テナント店では、二重決済を防止するた
めに画面に表示は無く、利用することが出来ませんので、ご了承ください。

銀行振込

銀行振込 テナント店での発注の場合



③商品の予約
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ご注文を確定（発注完了）させる前に、内容の確認をお願いいたします。 ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ

内容確認

予約担当者を記録するために
従業員番号・社員番号を記入してください。

社員：6桁
ｸﾙｰ：店舗コード＋4桁

※クリスマスのメッセージサービスは2013年を以って終了致しました。
入力されても宅配伝票にメッセージは記載されません。
ご了承ください。!



③商品の予約
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注文ボタンをクリックすると、ご注文が確定されます。

予約確定

以下の画面が表示されますのでＥＣから始まるオーダーＩＤを必ずご確認ください。

マイページの購入履歴からも確認することができます。

注文

この番号が、
該当注文のオーダー番号になります。



④ご予約内容確認/プリントアウト
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マイページの購入履歴から注文内容の確認が行えます。

オーダーＩＤをクリックすることで各発注の詳細内容を確認することができます。

①マイページをクリックします

③確認したい予約のオーダーＩＤをクリックします

②購入履歴クリックします



④ご予約内容確認/プリントアウト
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④経理処理に必要な書類を印刷をします（ロイヤルホスト、カウボーイ家族、スパイスプラスは不要です）

詳細ページ最下部の印刷をするボタ
ンをクリックし印刷してください。



⑤ご予約キャンセル方法
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①マイページをクリックします

③キャンセルしたい予約のオーダーＩＤをクリックします

②購入履歴クリックします

マイページの購入履歴からご注文のキャンセルが行えます。
注文のキャンセルはロイヤル株式会社催事事務局で注文確定処理（目安として平日８時～９時の間）
をしてしまいますと購入履歴からのキャンセルが出来ませんのでご注意下さい。



⑤ご注文キャンセル方法
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注文をキャンセルするボタンをクリック
しキャンセルしてください。

④注文をキャンセルするをクリックします

注文のキャンセルはロイヤル株式会社催事事務局で注文確定処理（目安として平日８時～９時の
間）をしてしまいますと購入履歴からのキャンセルが出来ませんのでご注意下さい。!



⑥ パスワード変更

パスワードは各店舗の責任で管理をお願いいたします。パスワードを変更しなかっ
た場合に発生した問題についてロイヤル催事事務局は責任を負いかねますのでご
了承ください。

!
16

マイページから「パスワードの変更」を行います。



⑦その他：新しいお届け先を登録する

17

マイページのアドレス帳の新規登録から、お届け先情報を追加登録することができます。

マイページのアドレス帳の新規登録から、お届け先情報を変更することができます。



⑧その他：宅配商品の配送状況確認
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ご注文後、発送の準備が整いましたら、メールにて伝票番号をご案内しております。

また、購入履歴詳細ページからも確認することができます。
メール件名：【ROYAL】ご注文商品発送に関するお知らせ

①伝票番号をコピー＆ペーストで『１件目』の欄に入力してください。

②『お問い合わせ開始』をクリックしてください。

①

②

ヤマト運輸

メールまたは購入履歴詳細ページにて伝票番号を確認したら
ヤマト運輸のホームページ（http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko）にて
配送状況の確認ができます。

4000-1111-1111

購入履歴詳細ページ最下部



よくある質問

○ログインID・パスワードを忘れてしまった
ログインＩＤは店舗コードです。
パスワードがわからない場合は、
ログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちら」より
パスワードの再設定が可能です。

○間違えて発注してしまった
購入履歴からキャンセルが可能です。
キャンセル処理をして再登録をお願いいたします。

○その他お困りのことがありましたら、上記までお問い合わせください。

＜問い合わせ先＞

ロイヤル株式会社 催事事務局 コールセンター

TEL： フリーダイヤル 0120-196-303

電話受付時間：平日１０：００～１７：００（土日祝休み）

Mail: shoproyal@royal.co.jp

困ったときは
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