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楽譜ナビ

1. <商品検索>
1-1. 商品を検索する

商品の検索はヘッダーにある検索欄でできます。初期状態では、全検索ができます。

1-1-1. 全検索

全検索では検索キーワードが書誌名、曲名、コメントのいずれかにヒットした商品が表示されます。
全検索する場合は、検索欄のプルダウンを全検索に切り替えてから検索してください。

検索すると、検索結果画面に遷移し、ヒットした商品が表示されます。

検索欄に任意の検索キーワードを入力することで検索できます。

複数キーワードを指定する場合は空白で続けます。

プルダウンの初期状態は全検索ですが、

違う表示の場合は、

全検索に変更してください。

検索欄に任意の検索キーワードを入力することで検索できます。

検索キーワードを入力したら、検索ボタンを押してください。

検索結果が表示されます。
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1-1-2. 書誌名から検索

書誌名検索では検索キーワードが書誌名にヒットした商品が表示されます。
本を検索する場合は、検索欄のプルダウンを書誌名に切り替えてから検索してください。

検索すると、検索結果画面に遷移し、ヒットした書誌が表示されます。

プルダウンの初期状態が全検索なので、

書誌名に変更してください。

検索欄に任意の検索キーワードを入力することで検索できます。

検索キーワードを入力したら、検索ボタンを押してください。

書籍名や、書籍名の一部などを入力してください。

検索結果が表示されます。
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1-1-3. 曲名から検索

曲名検索では検索キーワードが曲名にヒットした商品が表示されます。
曲名から検索する場合は、検索欄のプルダウンを曲名に切り替えてから検索してください。

検索すると、検索結果画面に遷移し、ヒットした曲が表示されます。

プルダウンの初期状態が全検索なので、

曲名に変更してください。
検索欄に任意の検索キーワードを入力することで検索できます。

検索キーワードを入力したら、検索ボタンを押してください。

曲名や、曲名の一部を入力してください。

検索結果が表示されます。
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1-1-4. 条件を絞り込む

商品が多く、欲しい商品が見つからない場合は、詳細検索から絞り込むことができます。

検索欄下の詳細検索ボタンを押すことで詳細検索ができます。

全検索、書誌名、曲名の各検索で同様の絞り込みができます。

各検索で絞り込みたい場合はプルダウンから選択したうえで

絞り込んでください。
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(1) 商品コードから

ヘッダーの商品検索欄下の詳細検索ボタンを押して、詳細検索画面を表示してください。

入力したコードにヒットする商品があれば表示されます。

(2) 出版社から

ヘッダーの商品検索欄下の詳細検索ボタンを押して、詳細検索画面を表示してください。

選択した出版社にヒットする商品があれば表示されます。

検索したい商品コードを入力してください

商品コードを入力したら、右下の検索ボタンを押してください

検索したい出版社を入力してください。

出版社名の一部を入力すると、

出版社リストが表示されるので、

検索したい出版社をクリックして入力してください。

出版社を選択したら、

右下の検索ボタンを押してください
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(3) 刊行日から

ヘッダーの商品検索欄下の詳細検索ボタンを押して、詳細検索画面を表示してください。

指定した刊行日にヒットする商品があれば表示されます。

(4) ジャンルから

ヘッダーの商品検索欄下の詳細検索ボタンを押して、詳細検索画面を表示してください。

指定したジャンルにヒットする商品があれば表示されます。

検索したい刊行日を指定してください。

プルダウンから年月を指定できます。
刊行日を指定したら、

右下の検索ボタンを押してください

検索したい松沢ジャンルをチェックしてください。

チェックボックス横の をクリックすると、中分類が表示されます。

表示された中分類をチェックすることで、中分類でも指定できます。

大分類をチェックした場合、配下の中分類はまとめて検索されます。

刊行日を指定したら、

右下の検索ボタンを押してください

中分類を表示したい場合、 ボタンをクリックしてください。
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1-1-5. 人気のキーワードで検索

人気のキーワードはヘッダーの検索欄の下に上位5件まで表示されます。

検索したいワードをクリックすることで、指定した検索方法で即座に検索されます。
例) ヴァイオリン

任意のキーワードをクリックすると、

自動的に検索されます。

検索方法を切り替えたい場合、

プルダウンから選択したうえで

人気キーワードをクリックしてください。
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2. <ログイン/ログアウト>
2-1. ログインする

・ログインはどのページでも行うことができます。
・ヘッダー右上にあるログインボタンを押します。

ユーザ名と対応するパスワードを入力してログインボタンを押すことでログインできます。

ログインに成功すると、トップページに移動して
ヘッダーにアカウントサービス、カートアイコン、
店舗名、ログアウトボタンが表示されます。

2-2. ログアウトする

前提として1-1. でログインしていることとします。

ログインが成功した場合、トップページに移動し、ヘッダーにログインボタンが表示されます。

ヘッダー右上の"ログイン"ボタンをクリックしてください。

ユーザ名とパスワードを入力して、ログインボタンを押します。

ログアウトする場合、"ログアウト"ボタンをクリックしてください。
ログイン店舗名が表

ログイン店舗名が表
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3. <アカウントサービス>
3-1. お客様情報

ログインした状態で表示される、アカウントサービスをクリックすることで表示されます。

アカウントサービスをクリックしてください。
アカウントサービスの初期画面が表示されます。

また、アカウントサービスにカーソルを合わせた場合に表示されるプルダウンを
クリックしても、上記のページに移動できます。

ヘッダー右上の"ログイン"ボタンからログインしてください。

詳細は1-1.ログインがしたいを参照ください。

ログイン店舗名が表

ログイン店舗名が

ログインユーザ名が表示

Emailアドレスが表示

ログイン店舗名が表

プルダウンで表示される"お客様情報"をクリックすることで、

上記のページに移動できます。
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3-1-1. メールアドレスの変更

アカウントサービスのプルダウンから、お客様情報をクリックしてください。

ログイン店舗名が表

ログイン店舗名が表

プルダウンで表示される"お客様情報"をクリックしてください。

ログイン店舗名が

ログインユーザ名が表示

Emailアドレスが表示

Emailアドレス入力欄に新規に登録したいアドレスを

入力して、左下の保存ボタンを押してください
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3-1-2. パスワードの変更

アカウントサービスのプルダウンから、お客様情報をクリックしてください。

ログイン店舗名が表

プルダウンで表示される"パスワードの変更"をクリックしてください。

元のパスワード、新しいパスワードを入力し、左下のパスワードの変更を押してください

ログイン店舗名が表

ログイン店舗名が表
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4. <注文系>
4-1. カートに商品を追加する

カートの機能はログインしている状態で使用できます。

商品の追加は以下の各画面などに表示される、"カートへ"ボタンから追加できます。

○商品検索結果画面

○商品詳細画面

○おすすめ画面

○週間ランキング

ヘッダー右上の"ログイン"ボタンからログインしてください。

詳細は1-1.ログインがしたいを参照ください。

数量入力欄に発注したい数量を入力して、カートへボタンをクリックしてください。

カートへ指定した数量分追加されます。
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4-2. カートの商品を確認する

カートの機能はログインしている状態で使用できます。

カート画面に移動して、カートの商品が確認できます。

カート機能を使う場合、"カート"ボタンにカーソルを合わせてください。

現在カートに入っている商品が表示されます。ログイン店舗名が表

カートの詳細を確認したい場合は、

"カートへ"ボタンをクリックしてください。

カート画面が表示されます。

14



楽譜ナビ

4-3. カートの商品を削除する

カートの機能はログインしている状態で使用できます。

"カートへ"ボタンをクリックしてください。

カート画面が表示されます。

削除したい商品の"削除"ボタンをクリックしてください。

対象の商品が削除されます。
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4-4. カートの商品数量を修正する

カートの機能はログインしている状態で使用できます。

修正したい商品数量の数量を再入力してください。

対象の商品の数量が変更されます。

合計価格を更新する場合、

"再計算"ボタンを押してください。

"カートへ"ボタンをクリックしてください。

カート画面が表示されます。
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4-5. 注文する

注文をするには、カート画面から行う必要があります。
カートの機能はログインしている状態で使用できます。

注文が確定すると、
注文確定画面に移動します。

カート内の商品を注文する場合、

"注文する"ボタンをクリックしてください。

確認画面の内容で注文する場合、

"注文を確定する"ボタンを

クリックしてください。

カートに戻る場合は"戻る"ボタンを

クリックしてください。

"カートへ"ボタンをクリックしてください。

カート画面が表示されます。
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4-6. 注文内容を確認する

アカウントサービスのプルダウンから、ご注文履歴（客注ご注文状況）をクリックしてください。

注文履歴が表示されます。

注文確定後すぐの場合

他のアカウントサービス画面を表示している場合

ログイン店舗名が表

ログイン店舗名が表

プルダウンで表示される"ご注文履歴（客注ご注文状況）"を

クリックしてください。

"注文履歴"ボタンをクリックすることで

注文履歴画面に移動します。

"注文履歴（客注ご注文状況）"ボタンをクリックすることで

注文履歴画面に移動します。
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