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PC版ビアスポット登録方法
How to register a beer spot for the PC version.



「ログイン／会員登録」を
クリックして
最初に会員登録を行います。



まだ会員ではない方は
「ぜひ登録を」をクリック。

一度会員登録した人は、
上のログイン情報を入力して
自分のアカウントにログインすることができます。



➀メールアドレを入力

➁次にパスワードを入力

➂最後に「会員登録」ボタンを押して、
会員登録の設定が完了です。



�重の登録を避けるために、
登録したいビアスポットが既に誰かに登録されていないか事前にチェックをお願いいたします。

既に登録があった場合でもあなたがビジネスオーナーさんであった場合、
既に存在する店舗ページを編集可能にできますので、該当ページにある

「本ページの編集権限を要望」ボタンを押してください。

ボタンを押すとフォームが開くので、
なぜそのページを編集する権限が自分にあるのかをご説明ください。

（例：この店舗の経営者であるため　など）
運営事務局でチェックの上、該当理由が適正であると判断した場合、
登録した人から編集権限を移行して編集できるようにいたします。

登録予定のビアスポットの名称を
キーワード検索の部分に入力して検索し、
既に登録されていないかチェックしてください。
まだ登録されていないビアスポットの場合、
そのまま登録を続けてください。

既に登録があった場合

❶
❷

※編集権限の要望のフォームはログインした状態で機能します。



「ビアスポット登録」か
「My ビアスポット」をクリック



➀カテゴリーを選びます。
現在以下のカテゴリーがありますので、
該当する店舗のカテゴリーを
選んでください。

➁カテゴリーを選んだら、
「登録開始」ボタンをクリック。

レストラン
（ビールと一緒に料理などを提供する飲食店・BARなど含む）

ブルーパブ
（醸造所併設のバー、もしくはレストラン）

醸造所
（ビール醸造所）

酒屋
（クラフトビールや海外のビールなどが入手できる特徴的な酒屋）

ビアガーデン
（ビアガーデン情報）

ビアフェス
（ビールイベント情報）

オクトーバーフェスト
（オクトーバーフェストの開催情報）

クリスマスマーケット
（クリスマスマーケットの開催情報）



以降、下の方にスクロール

無料で登録を行う場合は、
「Default（デフォルト）」プランを選択。

有料のスタンダードプランと
プレミアムプランを選択する場合は
こちらからご購入ください。



以降、下の方にスクロール

サムネイル用の写真を登録してください。
（メインとなるヴィジュアルとなります）

ビアスポットの名称
（店舗名や醸造名やイベント名）を

入れてください。
検索する際にヒットするので、
できれば英名と和名で入れてください。

この下にある「概要」の下に記載される
文章になります。
より詳細の説明をご記入ください。

TOPページのサムネイルに表示されたり、
本文の最初に記載される文章です。
上の本文より重要です。
ビアスポットの名称

（店舗名や醸造名やイベント名）の
特徴を記入ください。



以降、下の方にスクロール

�道�都�府��県と海外で
エリアを用意していますので、
選択をお願いいたします。
東京だけ、��区と��区以外で
用意していますので、
��区内の店舗に関しては
該当となる区を選んでください。

Google マップなどを見ながら
実際にその場所があるところまで
ピンを移動させてください。



以降、下の方にスクロール

例えば
�日の内に『�回』だけ営業時間がある場合は
上段だけに記載してください。
この場合、��時～��時まで
営業があることになります。

休業日の場合は空のままにしてください。

��時間営業の場合は
こちらをチェックしてください。

例えば
午前と午後など、
�日の内に『�回』の営業時間がある場合は
�回目の営業時間を上段に記載し、
�回目の営業時間を下段に記載してください。
この場合、

「��時～��時」と「��時～��時」までの
�回目の営業があることになります。

��：�� ��：��

��：�� ��：��

��：�� ��：��



以降、下の方にスクロール

住所、電話番号、メアド、ホームページ、
などの記載をなるべくお願いいたします。

（最低でも住所と電話番号の
記入をお願いいたします）

来店を検討しているお客さまのために
「よく尋ねられる質問」や「よくある質問」

があればこちらに記入してください。

FAQ

SNSの設定は「スタンダードプラン」と
「プレミアムプラン」で可能になります。

YouTube動画などのギャラリーは、
「プレミアムプラン」で可能になります。

コンタクトフォームは、
「プレミアムプラン」で可能になります。

外観、内観、料理写真などのギャラリーは、
「スタンダードプラン」と
「プレミアムプラン」で可能になります。



以降、下の方にスクロール

わかる範囲で結構ですので、
チェックをお願いいたします。



最後に「登録開始」ボタンを押して
完了となります。

一度会員登録すると、次回以降の会員登録は不要でビアスポットを登録いただけます。

YouTube動画などのギャラリーは、
「プレミアムプラン」で可能になります。

コンタクトフォームは、
「プレミアムプラン」で可能になります。



スマホ版ビアスポット登録方法
How to register a beer spot for the SP version.



左上の三本の線の部分をタップ

「ログイン／会員登録」を
クリックして
最初に会員登録を行います。

まだ会員ではない方は
「ぜひ登録を」をクリック。

一度会員登録した人は、
上のログイン情報を入力して
自分のアカウントにログインすることができます。



➀メールアドレを入力

➁次にパスワードを入力➂最後に「会員登録」ボタンを押して、
会員登録の設定が完了です。

既に登録があった場合でもあなたがビジネスオーナーさんであった場合、
既に存在する店舗ページを編集可能にできますので、該当ページにある

「本ページの編集権限を要望」ボタンを押してください。

ボタンを押すとフォームが開くので、
なぜそのページを編集する権限が自分にあるのかをご説明ください。

（例：この店舗の経営者であるため　など）
運営事務局でチェックの上、該当理由が適正であると判断した場合、
登録した人から編集権限を移行して編集できるようにいたします。

※編集権限の要望のフォームはログインした状態で機能します。

登録予定のビアスポットの名称を
キーワード検索の部分に入力して検索し、
既に登録されていないかチェックしてください。

❶

❷

�重の登録を避けるために、
登録したいビアスポットが既に誰かに登録されていないか事前にチェックをお願いいたします。



TOPページが開くので、
再度、�本の棒の部分をタップ

「マイアカウント」か「ビアスポット登録」をタップ



My ビアスポットをタップ

➀カテゴリーを選びます。
現在以下のカテゴリーがありますので、
該当する店舗のカテゴリーを
選んでください。

➁カテゴリーを選んだ後は、「登録開始」ボタンをタップ

レストラン
（ビールと一緒に料理などを提供する飲食店・BARなど含む）

ブルーパブ
（醸造所併設のバー、もしくはレストラン）

醸造所
（ビール醸造所）

酒屋
（クラフトビールや海外のビールなどが入手できる特徴的な酒屋）

ビアガーデン
（ビアガーデン情報）

ビアフェス
（ビールイベント情報）

オクトーバーフェスト
（オクトーバーフェストの開催情報）

クリスマスマーケット
（クリスマスマーケットの開催情報）



TOPページのサムネイルに表示されたり、
本文の最初に記載される文章です。
上の本文より重要です。
ビアスポットの名称

（店舗名や醸造名やイベント名）の
特徴を記入ください。

サムネイル用の写真を登録してください。
（メインとなるヴィジュアルとなります）

この下にある「概要」の下に記載される
文章になります。
より詳細の説明をご記入ください。

ビアスポットの名称
（店舗名や醸造名やイベント名）を

入れてください。
検索する際にヒットするので、
できれば英名と和名で入れてください。

無料で登録を行う場合は、
「Default（デフォルト）」プランを選択。

有料のスタンダードプランと
プレミアムプランを選択する場合は
こちらからご購入ください。



Google マップなどを見ながら
実際にその場所があるところまで
ピンを移動させてください。

�道�都�府��県と海外で
エリアを用意していますので、
選択をお願いいたします。
東京だけ、��区と��区以外で
用意していますので、
��区内の店舗に関しては
該当となる区を選んでください。

例えば
�日の内に『�回』だけ営業時間がある場合は
上段だけに記載してください。
この場合、��時～��時まで
営業があることになります。

休業日の場合は空のままにしてください。

��時間営業の場合は
「��H」をチェックしてください。

例えば
午前と午後など、
�日の内に『�回』の営業時間がある場合は
�回目の営業時間を上段に記載し、
�回目の営業時間を下段に記載してください。
この場合、

「��時～��時」と「��時～��時」までの
�回目の営業があることになります。

��：�� ��：��

��：�� ��：��

��：�� ��：��



住所、電話番号、メアド、ホームページ、
などの記載をなるべくお願いいたします。

（最低でも住所と電話番号の
記入をお願いいたします）

SNSの設定は「スタンダードプラン」と
「プレミアムプラン」で可能になります。

来店を検討しているお客さまのために
「よく尋ねられる質問」や「よくある質問」

があればこちらに記入してください。



わかる範囲で結構ですので、
チェックをお願いいたします。

外観、内観、料理写真などのギャラリーは、
「スタンダードプラン」と
「プレミアムプラン」で可能になります。



最後に「登録開始」ボタンを押して
完了となります。

一度会員登録すると、次回以降の会員登録は不要でビアスポットを登録いただけます。

YouTube動画などのギャラリーは、
「プレミアムプラン」で可能になります。

コンタクトフォームは、
「プレミアムプラン」で可能になります。


