
株式会社アミテス

ver.03

お弁当注文システム

協同組合武蔵野給食センター

ユーザー用

操作マニュアル



目 次

◆新規登録 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… P02

◆ログイン …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… P07

◆ホーム ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… P08

◆お弁当を注文

一覧表示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. P09

単品注文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. P10

まとめ注文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... P 1 1

複数注文 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… P 1 2

◆カートの中を見る

一覧表示……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. P 1 3

注文の編集 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... P14

◆マイページ

ご注文履歴…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………. P 1 5

会員情報編集 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... P16

カード情報編集 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… P 1 7

退会手続き …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. P18

目次 01



新規登録 登録について

WEBブラウザで、以下のURLにアクセスします。

https://bento-musashino.net/service/

新規登録 02

【新規登録】をクリックします



入力完了後

【送信する】をクリックします

この度は会員登録依頼をいただきまして、有り難うございます。

山田 太郎 様

武蔵野給食センターでございます。

現在は仮登録の状態です。

本会員登録をする場合は、お勤め先の会社に、会社コードを確認してください。

本会員登録を完了するには下記URLにアクセスしてください。

ht tps : / / bento-musashino .ne t / serv ice /  / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

上記URLにて本会員登録が完了いたしましたら改めてご登録内容ご確認メールを

お送り致します。

登録用のURLを受信するメールアドレスを入力します

登録用のURLをお客様の設定したメールアドレスへ送信します。

URLをクリックします

新規登録

新規登録 03

登録メールを送信する



注文する際に必要な情報を登録します

必須項目を入力してください。漏れると確認画面で進みません。

会社様で発行されるお届け先コードを

入力します。

※番号は管理者へお問い合わせください。

入力完了後

【同意して次へ】をクリックします

新規登録 登録内容を記載する

新規登録 04



決済するクレジットカードの情報を登録します。

必須項目を入力してください。漏れると確認画面で進みません。

セキュリティコードとはカードの裏面に記載されている3桁の数字です。

使用できるカード会社は になります。

入力完了後
【入力情報の確認】を

クリックします

クレジット決済について

月の末日で注文が締め切られ、翌月 1日にクレジット決

済が行われます。

※引き落とし日はクレジットカード会社に準じます。

VISA•MASTER•JCB•AMEX•DINERS

新規登録

新規登録 05

登録内容を記載する



内容を訂正する際は

【戻る】をクリックします

内容に問題ない場合は
【この内容で登録する】を

クリックします

以上で登録完了です。

山田太郎

ヤマダタロウ

〒 0000000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

男性

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

0 0 /  0000年

登録した内容を確認します。

新規登録

新規登録 06

登録内容を記載する



❶メールアドレス

❷パスワードを入力して、

❸「ログイン」をクリックしてください。

※「ログイン情報を保存する」にチェックを入れてログインすると、次回から、ログイン入力を省くことができます。

❶
❷

❸

※パスワードは●●で表示されます。

※パスワードを忘れた・紛失された場合は「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリックしてください。下記

の画像の表示されます。

登録済のメールアドレスを入力し、パスワードを再設定するメールを送信してください。メ

ール受信後、指定のURLよりパスワードの再設定を行ってください。

ログインするとメインメニュー画面が表示されます。

（右上に「ようこそ●●さん」と登録されたユーザー名が表示されます。）

ログイン 07

XXX XXXX

ログイン ログインについて

新規登録後、WEBブラウザで、以下のURLにアクセスします。

https://bento-musashino.net/service/mypage/login



ホーム 各機能について

こちらでは主に、お弁当の注文方法やキャンセル等の説明をします。

簡易的な説明は【購入について】を参照してください。

お弁当の注文を行います

お弁当の注文を
行います

お弁当の注文を
行います

会員情報や
注文履歴が見れます

XXX XXX XXX

￥XXX

￥XXX

￥XXX

ホーム 08

お知らせ

マイページ

ログアウト

注文の内容が確認できます。
注文のキャンセルはこちら
からできます。



お弁当を注文します。

過去の商品 ※注文不可

注文方法の種類

① 単品注文 ………… 1商品ずつ注文をする場合

② まとめ注文 ……… チェックした商品を1つずつ注文する場合

③ 複数注文 ………… 他の人の分も一緒に注文する場合

お弁当の注文は締め切り時間直前まで変更が可能です。

お弁当を注文

お弁当を注文 09

一覧表示

お弁当の表示を切り替えます

月の表示を切り替えます



注文確定後【予約する】ボタンが

ボタンが押せない状態になります。

に変更になり、

お弁当を注文 単品注文

1商品ずつ注文をする場合に使用します。

お弁当を注文 10

ごはんを選択し、【予約する】ボタンをクリックします。
クリックすると「予約が確定しました」と表示されます。



注文するお弁当に
チェックをいれま
す

すべてにチェックが入ります。

チェック後
【チェックした商品をすべてカートに
入れる】をクリックします
クリックすると「予約が確定しました」
と表示されます。

注文確定後【予約する】ボタンが

ボタンが押せない状態になります。

に変更になり、

お弁当を注文 まとめ注文

チェックした商品を1つずつ注文する場合に使用します。

お弁当を注文 11



【複数予約はこちら】を
クリックします

注文個数を入力します

入力完了後

【カートに入れる】をクリックします

クリックすると「予約が確定しました」

と表示されます。

※他お弁当を注文する際は他お弁当のカレンダーから【複数予約はこちら】をクリックします。

※単品、まとめ注文後も複数予約は可能です。

お弁当を注文 複数注文

他の人の分も一緒に注文する場合に使用します。

お弁当を注文 12



注文内容を編集します

注文を削除します

月の表示を切り替えます

クレジット決済について

月の末日で注文が締め切られ、翌月 1日にクレジット決

済が行われます。

※引き落とし日はクレジットカード会社に準じます。

カートの中を見る 一覧表示

今まで注文した商品の一覧が閲覧できます

カートの中を見る 1 3



注文内容の編集ができます。

注文個数を入力します

入力完了後

【カートに入れる】をクリックします

お弁当の注文は締め切り時間直前まで変更が可能です。

カートの中を見る

カートの中を見る 1 4

注文の編集



XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

履歴は退会まで閲覧できます。

ご注文履歴のボタンを
クリックします

マイページ ご注文履歴

過去に注文したお弁当の履歴が見れます。

マイページ 1 5



XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

XXX

会員情報編XXX集のボタン
をクリックします

会員情報の編集を行います。

入力後、【登録する】ボタンをクリックし、、

変更完了です。

マイページ

マイページ 1 6

会員情報編集



XXX

入力後、【確認する】ボタンをクリックし、
変更完了です。

カード情報編集のボタンを
クリックします

マイページ カード情報編集

決済で使用しているカードの編集を行います。

マイページ 1 7



XXX

退会手続きの前にご確認ください

退会手続きが完了した時点で、現在保存されている購入履歴やお届け先等の情報は、すべて削除されます

のでご注意ください。

退会手続きのボタンを
クリックします。

退会手続きへボタンをクリックします。

マイページ 退会手続き

お弁当注文システムを使用しなくなった場合の退会手続きを行います。

マイページ 1 8
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