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料金・空室を効率よく管理するメリット

最大16ヶ月先まで料金・

空室を設定しておくこと

で、検索結果での露出が

高まり、早期予約者に

アピールできます

オペレーションにかかる

負担を軽減し、ビジネス

の拡大に集中できます

多種多様なプランを設定

しておくことで、様々な

タイプのゲストを呼び込

む

ことができます
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はじめに

管理画面を開きます

ページ上部にある

「料金・空室設定」タブ

より「カレンダー」を選

択します
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料金・空室設定

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


1章：料金の設定
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料金を個別に変更する

場合、該当する料金に

カーソルを合わせ、

表示されるテキストボック

スをクリックしてください。

設定する料金を入力し、

「Enter」キーを押すか、

セルの外側をクリック

してください。

料金設定（個別設定）

クリッ
ク

次のセルに移動する

には、キーボードの

Tabキーを押すか、

マウスで同じ操作を

繰り返してください。
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料金を一括設定するには、

対象期間の開始日を

クリックし、最終日まで

マウスをドラッグ

してください。

料金設定（一括設定）：1

クリック＆ドラ
ッグ

表示されるポップアップ画面

の白いテキストボックスに、

選択した日程に設定したい

料金を入力してください。

保存をクリックして新しい

料金を保存してください。
料金を入力

変更内容を保存
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画面右、日付の下にある

「一括編集」ボタンから

も

一括設定が行えます。

表示されるポップアップ画

面で、編集したい日付と曜

日を選択してください。

「販売室数」「料金」

「客室ステータス」「制

限」をすべて同時に編集す

ることも、そのうちの一部

を選んで編集することもで

きます。

各項目の変更完了後、

「変更内容を保存」を

クリックしてください。

料金設定（一括設定）：2

販売室数

料金

客室ステータ
ス

制限
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宿泊人数別の料金設定

を閲覧するには、

日程選択欄の横にある

絞り込み条件にチェッ

クを入れてください。

宿泊人数別の料金設定

を変更するには、

料金プランの下にある

「宿泊人数別の

料金設定を変更」を

クリックしてください。

宿泊人数別の料金設定

表示されるポップアップ画面

で「おすすめ」か「カスタマ

イズ」を選択。

基本料金の宿泊人数より

多く / 少なくなったときの

料金変動を設定できます。

宿泊人数別の料金設定が

完了したら、最後に

「変更内容を保存」をクリッ

ク

してください。

有効 / 無効

クリックして編
集

絞り込み条件を
クリック

注：この機能を貴施設の料金プラン（の一部）に使用できない場合は、機能を有効にいたしますのでBooking.comまでご連絡ください。

ヒント：プロモーションを設定している場合、日程選択欄の横に「プロモーション」の絞り込み条件が表示されます。クリックするとプロモーショ

ンを閲覧できます。
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2章：空室を更新する方法
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個々の客室やユニットに

ついて設定を行うには、

該当する客室に

カーソルを合わせ、

表示されるテキストボック

スをクリックしてください。

販売したい客室 / ユニット

数を入力し、「Enter」キ

ーを

押すかセルの外側を

クリックしてください。

空室設定（個別設定）

クリッ
ク

次のセルに移動するには、

キーボードのTabキーを押すか、

マウスで同じ操作を繰り返して

ください。
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販売する客室を一括設定

するには、対象期間の

開始日をクリックし、

最終日までマウスを

ドラッグしてください。

空室設定（一括設定）：1

クリック＆ドラ
ッグ

表示されるポップアップ画面

の

白いテキストボックスに、

選択した日程に販売したい

客室 / ユニット数を

入力してください。

「保存」をクリックして、

新しい空室状況を

保存してください。

数値を入力

変更内容を保
存
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画面右、日付の下にある

「一括編集」ボタンか

らも一括設定が行えます。

表示されるポップアップ画面

で、編集したい日付と曜日を

選択してください。

「販売室数」「料金」

「客室ステータス」「制限」

を

すべて同時に編集することも、

そのうちの一部を選んで

編集することもできます。

各項目の変更完了後、

「変更内容を保存」を

クリックしてください。

空室設定（一括設定）：2

一括編集

販売室数

料金

客室ステータ
ス

制限
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3章：客室の販売 / 売り止め
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緑または赤色のセルを

クリックすると、

客室 / ユニットの

販売 / 売り止めを設定

することができます。

客室 / ユニットの売り止

めを設定すると該当する

日付のセルが赤くなりま

す。

販売中でゲストが予約可

能な客室は、セルが緑色

になっています。

特定日の客室の販売 / 売り止め

赤
ゲストが予約不可の客
室

ゲストが予約可能な
客室

ゲストが予約可能
で、制限が設定
されている客室

クリッ
ク
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客室名の下にある

「一括編集」ボタンから

も

一括設定が行えます。

表示されるポップアップ画面

で、編集したい日付と曜日を

選択してください。

「販売室数」「料金」

「客室ステータス」「制限」

を

すべて同時に編集することも、

そのうちの一部を選んで

編集することもできます。

各項目の変更完了後、

「変更内容を保存」を

クリックしてください。

複数日の客室の販売 / 売り止め

一括編集

販売室数

料金

客室ステータ
ス

制限
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売止中

客室が売り止めされています

在庫なし

空室の設定がされていないか、空室が0に減っていま

す

料金未設定

料金プランに料金が設定されていません

料金プラン売止中

当該日の料金プランが売り止めされています

完売

Booking.com上で販売している客室がすべて

予約されています

複数要因あり

上記の理由が複数重なって予約不可になっています

貴施設が「予約不可」になっている理由

売り止めをかけていないのに、客室が予約不可になっている場合があります。考えられる理由はいくつかあり
ますが、カレンダー上の「客室ステータス」の行にある赤いラベルで理由を特定することができます。

p.17



4章：料金プランの販売 / 売り止
め
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料金プランの販売 / 売止

を設定するには、

「料金」のセルの上半分

を

クリックしてください。

表示されたポップアップ

画面で、「販売」または

「売止」を選択してくだ

さい。

最後に「保存」を

クリックしてください。

料金プランの販売 / 売り止め

赤

白

ゲストが予約不可の
料金プラン

ゲストが予約可能
な料金プラン

ゲストが予約可能で、
制限が設定されている
料金プラン

販売 / 売止

クリッ
ク

変更内容を保存
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料金プランの販売 / 売止を

一括設定するには、

対象期間の開始日を

クリックし、最終日まで

マウスをドラッグ

してください。

表示されたポップアップ

画面で、「販売」または

「売止」を選択してくだ

さい。

最後に「保存」を

クリックしてください。

複数の料金プランの販売 / 売り止め

クリック＆ドラ
ッグ

販売 / 売止

赤

白

ゲストが予約不可の
料金プラン

ゲストが予約可能
な料金プラン

ゲストが予約可能で、
制限が設定されている
料金プラン

変更内容を保存
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5章：制限の設定
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制限の種類
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• 最低 / 最大宿泊日数、宿泊日数限定
予約可能な泊数に制限を設けることができます。

• 到着日からの最低 / 最大宿泊日数
特定の日にチェックインするゲストが予約できる、最低 / 最大宿泊日数を設定できます。

• 特定の日のチェックイン / チェックアウト不可
特定の日においてチェックイン / チェックアウト業務が行えない場合、その日に到着 / 出発する予約の受け付けを停止で

きます。

これにより、ゲストはこれらの日に到着 / 出発する滞在を予約することができなくなります（ただし、これらの日をま

たぐ期間の

滞在については予約できます）。

• 予約受付開始 / 終了日
貴施設を予約できる期間が開始 / 終了する日を設定できます。

ご注意：特定の日付、客室、料金プランのいずれか、またはすべてに制限を設定した場合、当該指定条件とゲストの検索条件が

合致した場合にのみ、ユーザーは貴施設を予約することができます。例えば、最低宿泊日数の制限を3日間と設定した場合、貴施

設は2日分の

滞在先を探しているゲストの検索結果には表示されません。これらの制限はいつでも変更することができます。



設定中の制限を閲覧する

には、日程選択欄の横に

ある絞り込み条件にチェ

ックを入れてください。

制限の設定（個別設定）

設定を変更したい日付を

クリックしてください。

設定したい制限の数値を

入力するか、制限を解除

したい場合は設定されてい

る数値を削除してください。

「Enter」キーを押すかセルの

外側をクリックしてください。

設定できるもの

最低宿泊日数

最大宿泊日数

到着日からの最低宿泊日数

到着日からの最大宿泊日数

宿泊日数限定

チェックアウト不可

チェックイン不可

予約受付終了日

予約受付開始日

クリッ
ク

絞り込み条件
をクリック

注意点：制限の種類によっては、貴施設の管理画面に表示されていない場合があります。表示されていない制限の設定

を

ご希望の場合は、Booking.comまでご連絡ください。
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制限を一括で変更する

には、対象期間の開始日

をクリックし、最終日ま

で

マウスをドラッグして

ください。

. 

制限の設定（一括設定）：1

表示されるポップアップ画面

の白いテキストボックスに、

制限の数値を入力してくださ

い。

「保存」をクリックして

新しい制限を保存してくださ

い。

制限を解除するには、白い

テキストボックス内の数値を

削除するか、「削除」を選択

して「保存」をクリックして

ください。

クリック＆ドラッ
グ

絞り込み条件
をクリック

変更内容を保
存
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数値を入力



画面右、日付の下にある

「一括編集」ボタンから

も

一括設定が行えます。

表示されるポップアップ画面

で、編集したい日付と曜日を

選択してください。

「販売室数」「料金」

「客室ステータス」「制限」

を

すべて同時に編集することも、

そのうちの一部を選んで編集

することもできます。

各項目の変更完了後、

「変更内容を保存」を

クリックしてください。

制限の設定（一括設定）：2

一括設定

販売室数

料金

客室ステータ
ス

制限
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Booking.comからのアドバイス
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アドバイス
• 客室やユニットを予約可能にするには、数値が

入力されている料金プランと空室を設定する必要が

あります。

• ゲストは最大16ヶ月先まで予約することができます。

早期予約者の目に留まるよう、先々まで料金・空室

を

設定しておきましょう。

• カレンダーを「年間表示」に切り替えると、貴施設

の

空室設定を長期間で確認できます。

または、「月間表示」に切り替えると、月ごとの

料金・空室設定の閲覧・管理ができます。

• 様々なタイプのゲストを呼び込むには、

複数の料金プラン（「返金不可」など）を

設定しておくのがおすすめです。

• Pulseアプリをダウンロードすれば、いつどこでも

料金・空室設定を管理できます。

• 年間料金コピー機能を使えば、次のシーズンや

来年度に現在の料金設定を手軽にコピーできます。

年間 / 月間表示

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

