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◼ はじめに 

このたびは「フリーウェイ顧客管理」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

本書は「フリーウェイ顧客管理」の操作方法について説明しています。 

本システムをご使用になる前、また必要に応じて本書を参照してください。 

 

なお本書の内容は、本システムの操作に関するものが中心になっておりますので、パソコン等の

操作の内容については、それぞれの専門の書籍等をご参照くださいますようお願いいたします。 
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◼ 本書の表記について 

本書では説明する内容によって以下のアイコン、記号を使用しています。 

 

アイコン、記号 説明 

 操作するときに気をつけることを記載しています。 

 説明の補足事項を記載しています。 

➔ 参照先を記載しています。 

［  ］ ボタン名称を表記するときに用います。 

「  」 メニュー名、画面名称、画面内の項目名、参照先を表記するときに用います。 

 キーボードのキーを表記するときに用います。 

補 足 

注 意 
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◼ 改訂履歴 

 

版数 日付 内容 

初 版 2013 年 6 月  

第 2 版  2014 年 1 月 インポート機能を追加。 

第 2.1 版 2014 年 2 月 
マニュアル全体のフォーマットを変更。ショートカットキーについて追加。 

表示形式の変更について追加。 

第 2.2 版 2014 年 5 月 スマートフォンやタブレット端末での検索機能を追加。 

第 3 版 2018 年 6 月 システムリニューアルのために全面的に刷新 

第 3.1 版 2019 年 10 月 旧システムの記載を削除。 

第 3.2 版 2020 年 04 月 動作環境の記載を修正 

第 3.3 版 2020 年 08 月 有料版申し込みフォーム、データ数・ID 数追加の手順を修正 
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◼ フリーウェイ顧客管理をお使いになる前に 
 

フリーウェイ顧客管理の動作環境や使用できる機能について説明します。 

 

動作環境 

以下の条件を備えた PC、タブレット端末で動作します。 

 

項目 内容 

日本語 OS ご使用の端末に対応した日本語入力システム 

対応環境 インターネットが動作する環境 

Web ブラウザ Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari ※いずれも最新版 

※ 各会社、製品、ロゴマークは関係各社の商標及び登録商標です。 

 

※本マニュアルで使用しているウェブブラウザは、「Google Chrome」です。その他のウェブブ

ラウザを使う場合は、一部、画面が異なります。 

 

 

無料版・有料版で使用できる機能 

フリーウェイ顧客管理の無料版と有料版の違いは以下のとおりです。 

データ共有するユーザーを追加したい場合や容量を増やしたい場合には、有料版をご利用くだ 

さい。有料版へのアップグレードは、操作画面中の申込フォームから受け付けています。 

 

機能 無料版 有料版 

共有できるユーザー数 3 4～ 

容量 1,000 データ 30,000 データ～ 

操作サポート（E メールのみ） なし あり 

月額利用料 なし 2,980 円（税抜）～ 

 

※有料版の契約期間は 1 年単位です。 

※電話での操作サポートは承っていません。操作マニュアルや、FAQ サイトを参照してください。 

※FAQ サイトは、こちら。 

 

https://faq.freeway-japan.com/category/show/8
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◼ 顧客管理の処理について 
 

フリーウェイ顧客管理では、専門的な知識を必要とせず、簡単にデータベースを作成できます。 

作成したデータベースは、インターネット上で複数のユーザーとデータを共有できます。 

 

 

 

項目を設定し、データベースを登録します。 

デ
ー
タ
の
登
録
・
閲
覧 

データの登録・削除 

➔「2.1 データを検索する」 

 

データの検索 

インポート・エクスポート 

 

➔「1.3 データを追加・削除する」 

データベースにデータを入力します。 

登録されたデータを検索します。 

CSV 形式のデータをインポート・エクスポートします。 

システム情報の確認 利用状況を確認します。 

データベースの設定 

➔「3.1Excel でインポート用ファイルを作成する」 

➔「3.2 データをアップロード・ダウンロードする 

 

➔「1.1 データベースを新しく作る」 

 

➔「4.1 ID 管理」 

➔「4.2 利用状況を確認する」 
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◼ 基本操作 
 

起動と終了方法について説明します。 

 

1. 起動（ログイン） 

 

1. Web ブラウザで「https://kokyaku.freeway-japan.com/」にアクセスしてください。ログ

イン画面が表示されます。 

 
 

2. 契約者 ID、ログイン ID、パスワードを入力して[ログイン]を押してください。 

トップメニューが表示されます。 
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2. 終了（ログアウト） 

 

1. トップメニューに戻り、［ログアウト］をクリックしてください。 

 

 

2. ログアウトの画面が表示されます。 
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◼ 顧客管理の画面 
 

フリーウェイ顧客管理の画面遷移やメニュー構成について説明します。 

画面の構成 

「トップメニュー」画面を例に説明します。 

 

 

■ 各機能 

名称 内容 

(a)データベース新規作成 新規でデータベースを作ります 

(b)データベース一覧 既存のデータベースの一覧を表示します 

(c)アップグレード 
無料版から有料版へのアップグレード、データ数や契約 ID を追

加できます 

(d)ID 管理 ID を追加、編集、削除できます 

(e)管理者メールアドレス変更 管理者のメールアドレスを変更できます。 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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1. データベース作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 データベースを新しく作る 

1.2 データベースを編集・削除する 

1.3 データを追加・削除する 
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1.1 データベースを新しく作る 

データベースの設定方法について説明します。 

 

1.1.1 データベース新規作成の画面 

データベースの設定方法について説明します。 

トップメニューで［データベース新規作成］を押してください。データベース新規作成の画面

が表示されます。 

 

 

■ 設定項目 

項目 内容 

データベース名 データベースの名称です。 

説明文 
データベースの内容を説明する文章です。データベース一覧に表示されま

す。25 文字以内で入力してください。 

画像アップロードあり データに画像をアップロードする場合にチェックを付けます。 

項目名 項目の名称を入力します 

項目属性 項目の属性を選択します（後述） 

桁数 項目の桁数を入力します 

連番初期値 項目属性で「自動連番」を選んだ場合に、その初期値を入力します 

必須項目 データ入力時に必須入力にしたい場合にチェックを付けます 

重複不可 重複した値を登録できなくしたい場合にチェックを付けます 

リスト内選択肢 項目属性で「リストボックス」を選んだ場合に、その選択肢入力します 

 

■ ボタン 

項目 内容 

項目追加 最下に項目を追加します 

挿入 上に項目を追加します 

削除 項目を削除します 

登録 データベースを登録します 

データベース一覧 データベース一覧に移動します 

TOP へ トップメニューへ移動します 
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1.1.2 データベース作成の流れ 

データベースの設定の流れは以下のとおりです。 

 

1. トップメニュー＞［データベース新規作成］をクリックしてください。 

 
 

2. データベース新規作成の画面が表示されます。［項目追加］をクリックし、データベー

ス名や項目名などを入力してください。 

 

 

3. ［登録］をクリックしてください。 

 

 

4. 登録完了の画面が表示されます。［OK］をクリックしてください。操作は以上で終了で

す。 
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1.1.3 データベースの項目を設定する 

1.1.3.1 項目属性（項目の型） 

データを管理する項目を登録します。フリーウェイ顧客管理では、次の 10 の項目属性を管

理できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

データベースの項目桁数には上限があります 

 1 つのデータベースに登録できる項目の桁数は、合計 3,900 桁までです。無料プラン、

有料プランともに同一の上限設定となっていますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

ここでは、以下の例をもとに説明します。 

 

● インターネットカフェの会員をデータベースで管理する 

● データベース名 「会員データベース」 

● データベースの項目 

項目 データ型 桁数 

会員番号 自動連番 5 

会員種別 リストボックス 2 

郵便番号 文字 7 

住所 文字 50 

氏名 文字 20 

電話番号 文字 10 

メールアドレス メールアドレス 50 

年齢 数値 3 

入会日 日付 10 

備考 メモ 100 

  

データ型 登録可能文字数 

文字 999 

数値 999 

数値（カンマあり） 999 

自動連番 5（変更不可） 

日付 10（変更不可） 

時刻 5（変更不可） 

リストボックス 999 

メールアドレス 999 

URL リンク 999 

メモ 999 

注 意 
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1.1.3.2 自動連番の項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

会員番号 自動連番 5 

 

1. 「データベース一覧」＞該当のデータベースの［表示］＞［項目編集］から「データベ

ース項目編集・削除」の画面を表示してください。 

 

2. ［項目追加］をクリックし「項目属性」の［▼］をクリックしてください。プルダウン

で項目属性が表示されます。 

 

3. 「自動連番」をクリックしてください。「連番初期値」を入力できるようになります。

なお、データを追加したとき自動連番の項目に入力されるのは、連番初期値に１を加算

した値です。 

 

4. 「項目名」に「会員番号」を入力してください。「桁数」は自動で「5」が入ります。 

 

5. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する

行が最下に追加されます。 
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1.1.3.3 リストボックスの項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

会員種別 リストボックス 5 

 

自分で決めた選択肢から選ぶ場合には、項目属性を「リストボックス」にします。 

 

1. 「データベース項目編集・削除」の画面を表示して、［項目追加］をクリックし「項目

属性」の［▼］をクリックしてください。プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「リストボックス」をクリックしてください。「リスト内選択肢」に、「A,B」と入力し

てください。「リスト内選択肢」に選択肢を入力するときは、各選択肢を「カンマ（,）」

で区切ってください。 

 

3. 「桁数」に「5」を入力し、「項目名」に「会員種別」と入力したら、［登録］をクリッ

クしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合は、［登録］をク

リックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する行が最下に追加さ

れます。 

 

 リストボックスの項目設定が完了した場合 

 リストボックスの選択肢を「リスト内選択肢」に入力して登録すると、入力データベ

ースの項目名の下に「選択肢確認」という欄が表示されます。［選択肢確認］をクリッ

クすると、リストボックスの選択肢を確認できます。 

 

補 足 
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1.1.3.4 文字型の項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

郵便番号 文字 7 

住所 文字 50 

氏名 文字 20 

電話番号 文字 10 

 

1. 「データベース項目編集・削除の画面」を表示して、［項目追加］をクリックし「項目属

性」の［▼］をクリックしてください。プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「文字」をクリックして、「項目名」に「郵便番号」、「桁数」に「7」を入力してくださ

い。 

 

3. ［項目追加］をクリックしてください。最下に項目を入力する行が追加されます。 

 

4. 以後、同様に「住所」「氏名」「電話番号」を設定してください。 

 

5. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する行

が最下に追加されます。 
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1.1.3.5 メールアドレス型の項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

メールアドレス メールアドレス 50 

 

1. 「データベース項目編集・削除」の画面を表示して、項目属性の［▼］をクリックして

ください。プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「メールアドレス」をクリックして、「項目名」に「メールアドレス」と入力してくださ

い。 

 

3. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する行

が最下に追加されます。 

 



 

20 Copyright © 2014 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved 

1.1.3.6 数値型の項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

年齢 数値 3 

 

1. 「データベース項目編集・削除」の画面を表示して、項目属性の［▼］をクリックして

ください。プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「数値」をクリックし、「項目名」に「年齢」、「桁数」に「3」と入力してください。 

 

3. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する

行が最下に追加されます。 
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1.1.3.7 日付型の項目を設定する 

入力例 

項目 データ型 桁数 

入会日 日付 10 

 

1. 「データベース項目編集・削除」の画面を表示して、項目属性の［▼］をクリックして

ください。プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「日付」をクリックし、「項目名」に「入会日」と入力してください。 

 

3. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する

行が最下に追加されます。 
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1.1.3.8 メモ型の項目を設定する 

入力例 

項目 項目属性 桁数 

備考 メモ 100 

 

1. データベース項目編集・削除の画面を表示して、項目属性の▼をクリックしてください。

プルダウンで項目属性が表示されます。 

 

2. 「メモ」をクリックし、「項目名」に「備考」と入力してください。 

 

3. ［登録］をクリックしてください。項目が保存されます。つづいて項目を設定する場合

は、［登録］をクリックせずに［項目追加］をクリックしてください。項目を入力する

行が最下に追加されます。 
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1.2 データベースを編集・削除する 

作成したデータベースの名前、説明文、項目の情報を編集します。 

 

1.2.1 データベースの名前や説明文を編集する 

1. トップメニュー＞［データベース一覧］＞編集したいデータベースの［表示］＞［項目

編集］をクリックしてください。データベース項目編集・削除の画面が表示されます。 

 

 
 

2. 「データベース名」「説明文」にカーソルを合わせて編集し［登録］をクリックしてく

ださい。 

 

 

3. ［OK］をクリックしてください。操作は以上で終了です。 
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1.2.2 データベースの項目を追加・編集・削除する 

データベースの項目を追加・編集・削除する手順を説明します。なお、削除した項目を元に

は戻せませんので、ご注意ください。 

 

1.2.2.1 項目を追加する 

1. トップメニュー＞［データベース一覧］＞編集したいデータベースの［表示］＞［項目

編集］をクリックしてください。「データベース項目編集・削除」の画面が表示されま

す。 

 

 

2. 項目を追加する場合は［項目追加］を押してください。一番下に項目の入力欄が表示さ

れます。既存の項目の上に項目を追加したい場合は、［挿入］を押してください。 

 

3. 項目名などの必要事項を入力してください。 

 

4. 追加したい項目の入力がすべて終わったら［登録］をクリックしてください。 

 

 

 

5. ［OK］をクリックしてください。操作は以上で終了です。 
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1.2.2.2 項目を編集する 

1. トップメニュー＞［データベース一覧］＞編集したいデータベースの［表示］＞［項目

編集］をクリックしてください。「データベース項目編集・削除」の画面が表示されま

す。 

 

 

2. 編集したい項目にカーソルを合わせて、編集してください。 

 

3. 項目の編集が全て終わったら［登録］をクリックしてください。 

 

 
 

4. ［OK］をクリックしてください。操作は以上です。 
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1.2.2.3 項目を削除する 

登録した項目を削除します。 

 
 

削除したデータベースの復元はできません 

 削除した項目を元に戻す方法は、ありません。念のため、削除する前にデータベースを

ダウンロードしてください。 

 

1. トップメニュー＞［データベース一覧］＞編集したいデータベースの［表示］＞［項目

編集］をクリックしてください。「データベース項目編集・削除」の画面が表示されま

す。 

 

 

2. 削除したい項目の行の［削除］をクリックしてください。 

 

 

3. 削除の確認画面が表示されます。削除しても問題ない場合は［OK］をクリックしてく

ださい。項目が削除されます。 

 

4. 項目の削除が全て終わったら［登録］をクリックしてください。 

 

 

注 意 
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5. ［OK］をクリックしてください。操作は以上です。 
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1.2.3 データベースを削除する 

現在、編集中のデータベースを削除します。 

 
 

削除したデータベースの復元はできません 

 削除したデータベースを元に戻す方法は、ありません。念のため、削除する前に「3.2.2

データをダウンロードする」を参照してデータをダウンロードしてください。 

 

6. トップメニュー＞［データベース一覧］＞削除したいデータベースの［表示］＞［項目

編集］をクリックしてください。「データベース項目編集・削除」の画面が表示されま

す。 

 

 

7. ［データベース削除］をクリックしてください。 

 

 

8. 削除確認の画面が表示されます。 

 

 

9. 削除して問題なければ［OK］をクリックしてください。削除完了の画面が表示され、

データベースが削除されます。 

 

10. ［OK］をクリックしてください。操作は以上です。 

  

注 意 
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1.3 データを追加・削除する 

設定・登録したデータベースにデータを登録します。 

 

1.3.1 データを追加する 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞データを追加したいデータベース名の［表

示］＞［データ追加］を押してください。データ追加の画面が表示されます。 

 

2. 項目の入力または画像登録が終わったら［登録］を押してください。データが登録され

ます。続いてデータ追加する場合には［追加］を押してください。 

 

3. 画像データをアップロードする場合は、「データベース表示」メニューから画像をアッ

プロードしたいデータの［表示］をクリックしてください。 

 

 

4. ［ファイルを選択］から画像データを指定して［画像登録］をクリックしてください。 

※使用するブラウザにより、ボタン名称が異なります。以下の画像は Google Chrome

を使用した場合の画面です。 
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 ［ファイルを選択］が表示されない場合 

 １．データを登録してください 

データを新規で追加する画面では、画像をアップロードできません。いったん、デー

タを登録した後に、該当のデータを表示してください。 

 

２．項目設定を変更してください 

以下の手順で設定してください。 

▼手順 

「データベース一覧」＞［表示］＞［項目編集］＞「画像データアップロードあり」

にチェック＞［登録］ 

 

 アップロードできる画像のファイル形式について 

 アップロードできる画像のファイル形式は「jpg」「png」「gif」です。なお、アップロ

ードできる画像の数は 1 データにつき 1 つです。 

 

  

補 足 

補 足 
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1.3.2 データを削除する 
 

削除したデータの復元はできません 

 削除したデータを元に戻す方法は、ありません。念のため、削除する前に「3.2.2 データ

をダウンロードする」を参照してデータをダウンロードしてください。 

 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞削除したいデータが登録されているデー

タベース名の［表示］＞削除したいデータの［編集］を押してください。データが表示

されます。 

 

2. 削除したいデータで間違いなければ［削除］を押してください。データが削除されます。 

 

 データの一括削除について 

 データを一括削除したい場合は、データを表示し「行 No.」を指定して削除できます。 

 

 

注 意 

補 足 



2.データを検索・並び替えする 
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2. データを検索・並び替え

する

2.1 データを検索する  

2.2 データを並び替える  
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2.1 データを検索する 

データベース内のデータを検索します。検索方法は２つあり、フリーワードで検索する方法と、

詳細条件を設定して検索する方法があります。 

 

2.1.1 フリーワードで検索する 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞検索したいデータが登録されているデー

タベース名の［表示］を押してください。データベースが表示されます。 

 

2. 「フリーワード」にキーワードを入力して［検索］を押してください。検索結果が表示

されます。 

 

 検索結果の解除について 

 ［検索解除］ボタンをクリックし、解除してください。 

 

 

 

2.1.2 詳細な検索条件を指定して検索する 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞検索したいデータが登録されているデー

タベース名の［表示］を押してください。データベースが表示されます。 

 

2. ［詳細条件検索・並び替え］を押してください。「詳細検索条件・並び替え」の画面が 

表示されます。 

 

 

3. 検索項目を設定して［条件検索実行］を押してください。検索結果が表示されます。 

 

 

補 足 



 

34 Copyright © 2014 FreeWayJapan Corporation. All rights reserved 

2.2 データを並び替える 

データベースに登録したデータを並び替えます。 

 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞並び替えたいデータが登録されている 

データベース名の［表示］を押してください。データベースが表示されます。 

 

2. ［詳細条件検索・並び替え］を押してください。詳細検索条件・並び替えの画面が表示

されます。 

 

3. 「並び替え」の順位を設定して［並び替え］を押してください。設定した順序で 

データが並び替えられます。 
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3. アップロード・ダウンロ

ードする 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Excel でインポート用ファイルを作成する 

3.2 データをアップロード・ダウンロードする 
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3.1 Excel でインポート用ファイルを作成する 

フリーウェイ顧客管理へインポートするファイルを Excel で作成します。 

 

1. Excel で該当のファイルを開き、インポート用のデータを入力します。 

 

2. 「ファイル」＞「名前をつけて保存」＞ファイルの種類から「テキスト（タブ区切り）

（*.txt）」を選択し保存してください。 

 
 

項目の並び順について 

 フリーウェイ顧客管理で登録した項目の並び順と、Excel に入力した項目の並び順を一

致させてください。インポートする際は並び順の通りにインポートされるため、並び順

が異なっていると正しくインポートされません。ご注意ください。 

 

 

注 意 
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3.2 データをアップロード・ダウンロードする 

フリーウェイ顧客管理で作ったデータベースにファイルをアップロードして、データを追加し

ます。アップロードできるファイルは「CSV ファイル（.txt）」と「TSV ファイル（Google ス

プレッドシートから出力）」です。 

3.2.1 データをアップロードする 

 事前にデータベースを作成してください 

 データをアップロード前に、アップロード先となるデータベースを作成してください。

データベースの作成手順は「1 データベース作成」を参照してください。 

 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞アップロードしたいデータベース名の［表

示］を押してください。データベースが表示されます。 

 

2. ［アップロード］を押してください。アップロードの画面が表示されます。 

 

 

3. CSV ファイル（Excel で作成した.txt ファイル）をアップロードする場合には「文字コ

ード」を［Shift-JIS］に、TSV ファイル（旧フリーウェイ顧客管理からエクスポートし

たスプレッドシートが元）を移行する場合には［UTF-8］を選択してください。 

先頭行をインポートしない場合は「先頭行は項目名なので取り込まない」にチェックを

入れます。 

 

4. ［ファイルを選択］でアップロードするファイルを選択し、［アップロード］を押して

ください。データベースにデータが追加されます。 
 

アップロード時に取込エラーが発生した場合 

 以下のエラーが発生した場合は、2 つの原因が考えられます。修正したうえで、インポ

ートし直してください。 

・データベースに登録した項目数と、インポートファイルの項目数が一致していない 

・文字コードの選択が誤っている、もしくはインポートファイルの文字コード（ファイ

ル形式）が誤っている 

 

  

注 意 

補 足 
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3.2.2 データをダウンロードする 

フリーウェイ顧客管理のデータベースに登録されているデータを、CSV ファイルに出力し

ます。 

 

1. ［トップメニュー］＞［データベース一覧］＞ダウンロードしたいデータベース名の［表

示］を押してください。データベースが表示されます。 

 

2. ［ダウンロード］をクリックしてください。ダウンロードの画面が表示されます。 

 

 

3. ［ダウンロード］をクリックしてください。ファイルがダウンロードされます。 

 

4. ［終了］をクリックしてください。データベース表示の画面に戻ります。 
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4. ID 管理・データ数の確認・

アップグレード 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ID 管理 

4.2 利用状況を確認する 

4.3 アップグレード 

4.4 管理者メールアドレスを変更する 
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4.1 ID 管理 

ID の追加、編集、削除をします。ID を登録すると、管理者の方とは別に、フリーウェイ顧

客管理のデータを共有できるようになります。 

 

 「管理者 ID」と「追加 ID」における権限の違いについて 

 管理者 ID は、利用申込時に発行される ID です。管理者 ID でログインするとすべての

メニューを使用できます。一方、追加 ID で使用できるメニューは、「データベース新規

作成」「データベース一覧表示」のみです。 

 

4.1.1 ID の追加 

1. トップメニュー＞［ID 管理］をクリックしてください。ID 管理の画面が表示されま

す。［追加］をクリックしてください。 

 

 

2. ID 追加・編集の画面が表示されます。「名前」「ログイン ID」「パスワード」を入力して

［登録］をクリックしてください。 

 

 

 無料版の容量とユーザー数について 

 追加できる ID 数は「２」です。（管理者を含めると３人で利用できることになります） 

ID の数を増やしたい場合は、有料版をご利用ください。 

有料版へのアップグレードは、トップメニュー＞［ID 管理］＞［ID 追加］または、トッ

プメニュー＞［アップグレード］から受け付けています。 

 

  

補 足 

補 足 
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4.1.2 ID の編集 

1. トップメニュー＞［ID 管理］をクリックしてください。ID 管理の画面が表示されま

す。編集したい ID の［表示］をクリックしてください。 

 

 

2. ID 追加・編集の画面が表示されます。［編集］をクリックしてください。 

 

 

3. 「名前」の背景が黄色くなり、編集できるようになります。編集したい部分に入力して

［登録］をクリックしてください。 

 

 

4. 登録完了画面が表示されます。［OK］をクリックしてください。 
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4.1.3 ID の削除 

1. トップメニュー＞［ID 管理］をクリックしてください。ID 管理の画面が表示されま

す。 

 

 

2. 削除したい ID の［表示］をクリックしてください。ID 追加・編集の画面が表示されま

す。 

 

 

3. ［削除］をクリックしてください。確認画面が表示されます。 

 

 

4. 削除して問題なければ［OK］をクリックしてください。削除完了の画面が表示されま

す。 

 

5. ［OK］をクリックしてください。 
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4.2 利用状況を確認する 

利用容量や利用ユーザー数などを確認します。 

 

4.2.1 データ数の利用状況を確認する 

1. トップメニュー＞［データベース一覧］をクリックしてください。データベース一覧の

画面が表示されます。 

 

2. 画面右下の「データ使用状況」を確認してください。カッコ内のパーセンテージは、ご

契約のデータ件数に対する、登録ずみのデータ件数の比率を表しています。 

 

例）無料プランのデータ件数 1,000 に対し、データベース全体でデータ 100 件を登録し

ている場合、10％（100／1,000）と表示されます。 

 

 無料版で利用できるデータ数について 

 利用可能なデータ数は 1,000 です。データ数を増やしたい場合は、有料版をご利用くだ

さい。アップグレードは、「トップメニュー」＞［アップグレード］から受け付けていま

す。 

 

 

4.2.2 ID の登録状況を確認する 

1. トップメニュー＞［ID 管理］をクリックしてください。ID 管理の画面が表示されま

す。 

 

 

2. ID の登録状況を確認してください。 

 

 無料版で利用できるユーザー数について 

 利用可能な ID 数は 2 です（管理者を含めると 3 人で利用できることになります）。 

ID の数を増やしたい場合は、有料版をご利用ください。 

トップメニュー＞［ID 管理］＞［ID 追加］または、トップメニュー＞［アップグレー

ド］から受け付けています。 

 

  

補 足 

補 足 
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4.3 アップグレード 

無料版から有料版へのアップグレード、有料版での ID 追加・データ容量の追加をできます。 

 

4.3.1 無料版から有料版へのアップグレード 

無料版のデータ件数、ID 数で足りなくなった場合には、無料版から有料版へのアップグレー

ドが必要です。 

 

1. トップメニュー＞［アップグレード］をクリックしてください。アップグレードの申込フ

ォームが表示されます。 

 

 

 有料版のデータ件数と ID 数について 

 有料版へアップグレードすると「登録可能データ件数」は 30,000 件、「追加 ID 数」は

3ID（管理者 ID をあわせて全 4ID）としてご利用いただけます。さらにデータや ID を

追加したい場合は、「4.3.2 有料版でのデータ数または ID の追加」を参照してください。 

 

 

2. 注意事項をよくお読みの上、［送信する］をクリックしてください。 

  

補 足 
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4.3.2 有料版でのデータ数または ID の追加 

有料版でデータ数や ID を追加する場合は、追加申込が必要です。 

 

1. 以下の FAQ（Q.「データ数」や「ID 数」を増やしたいです。）を確認します。 

https://faq.freeway-japan.com/faq/show/4450 

 

2. 注意事項をよく読み、問い合わせフォームからお問い合わせください。 

  

https://faq.freeway-japan.com/faq/show/4450
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4.4 管理者メールアドレスを変更する 

管理者用のメールアドレスの登録を変更します。 

 

1. 「管理者メールアドレス変更」をクリックします。 

 

 

2. 「現在のメールアドレス」「変更後のメールアドレス」「変更後のメールアドレス（確認用）」

すべてを入力し［登録］をクリックします。 

 

 

3. 確認のメッセージが表示されたら［OK］をクリックします。 
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4. 「変更後のメールアドレス」に入力したメールアドレス宛に、「フリーウェイ顧客管理 メ

ールアドレス変更の確認」という件名のメールが届きます。「確認用リンク」をクリック

します。 

 

 

5. メールアドレス変更完了のメッセージ画面が表示されます。操作は以上です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーウェイ顧客管理 

操作マニュアル 
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