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この度はボトルトサービスを導⼊いただき
誠にありがとうございました。

ボトルトは「ドリンク専⽤事前決済アプリ」としての
機能をフルに備えたサービスです。
ドリンク専⽤にすることで、マイボトルを持って来店さ
れるお客様が増え、店舗の皆様に環境に貢献いただくこ
とができます。特に、このアプリを利⽤してドリンクを
購⼊・来店されるお客様には、１つの決済ごとに「プラ
スチック削減数」も表⽰されますので、
「何か良いこと」を実感していただくことができます。
このサービスを皆様にご利⽤いただくことで、店舗様へ
の環境に優しいお客様が増え、さらに、「⾃然にプラス
チックが減っていく社会」になることを願っています。



ボトルトとは
ユーザーも提供側もプラスチックボトルを
出さないスマートなドリンク専⽤
事前決済アプリ＆サービスです。

• このアプリがあれば、好きな時に近くで飲み
のものをリフィルしにいけます
• ドリンク専⽤アプリだからマイボトルを持っ
たボトルトユーザー（お客様に）にスマートに
ドリンクを提供できます
• 容器も削減、エコなPRにも繋がります



5



6



お店の広報にもご利用いただけます（無料！）

(c) ボトルト株式会社 2019  * 本資料は登録企業様向けにつき拡散・配布・転載禁止

エコワークショップやイベントで集客とマイボトル推奨
• 実施についてお知らせいただくと店舗様への特別
ポイントプレゼントのほか、広報/企画サポートや
講師派遣も可能です（詳細ご相談ください）

お店にシールを貼ってマイボトル でのテイクアウト推奨
* 容器が減ります

地図から集客
* お店ページが無料で掲載できます

ボトルト公式ホームページやSNSで
お店インタビューも掲載
* 全国、世界へ環境への社会貢献をアピール！
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ボトルトオーナー（店舗）様の発展と社会貢献を



サービスのご紹介：簡単な利用方法について
マイボトル x テクノロジーでどこでも安心してリフィルができるように 

マイボトルやタンプラーを所有しているけど、入れ忘れや荷物になる理由から使われなくなっています。


BOTLTOはマイボトルがどこでも使いやすくするために、お店さんで好きなドリンクを選んで提供してもらうことをお願いしています。


ユーザーは環境に関心が高い方達（ゼロ・ウェイスト）がエコと節約につながるサービスとして使用していただいています。

BUY A DRINK BRING YOUR OWN BOTTLE CARRY IT AROUND
「BOTLTO」のiOS・Android 用のアプリを
ダウンロードしてもらい、簡単な登録をしま
す。アプリ内のマップからお店の場所や提供
しているドリンクを選び、ドリンクチケット
を購入します。

ドリンクを購入したお店へ行きます。お店の
スタッフさんに購入したチケットをお見せし、
容器を渡してもらいます。購入したドリンク
をリフィルしてもらいます。

飲みたいドリンクを入れてもらい、ユーザー
は持ち歩きながら飲めるようになります。エ
コなテイクアウトサービスとして、使い捨て
の容器を使う必要がなくなります。

この文書には、独自の事業ノウハウならびに営業上および技術上の秘密情報など弊社の情報資産が含まれています。この文書は、これらの情報を守秘していただくことを前提に、 
提供させて頂いております。公知公用のものを除いて弊社に無断で第三者に開示することはご遠慮願います。 BOTLTO ©  2019 。
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お持ち帰りのサービスをご提供
容器を用意しなく、マイボトルを持ってき
てもらえればお持ち帰できるサービスが可

能になります。

集客につながる
店舗が提供しているドリンクメニュー、営業
時間、写真や情報が記載されるので集客に

も繋がります。

エコへの貢献でブランドイメージ⤴
マイボトルの基本的理念は、エコです。ゴミの
削減にもつながるので、店舗からもPR支援を

お願いしています。

長年続くプラスチックの問題から解放されましょう！ 
G20やSDGsでも発表があったように、持続可能なライフスタイルの持続可能な開発が必要とされ、今回BOTLTOはアプリの技術を活

用していきながらプラスチックの削減を目指しています


（β版ローンチ2019年6月、随時アプリ、ブランディングとマーケティングの更新有り）

OUR POINT  グローバル的にも注目されているSDGsです。来年には子供達の教科書にもSDGsについて掲載されます。　　　　　　　   

BOTLTOは、子供達にも利用されているサービスのため、今後子供達がより多く安心に活用できるように開発していきます。

オーナー（店舗）様の利用メリットボトルトオーナー（店舗）様のメリット



０円スタート

システム設定
登録など
初期導⼊費が
かかりません

店舗様専⽤
アプリ提供
スマホ、タブレット、
PCから売上管理、
振込申請可能です。
* PC対応2020年3⽉より

端末不要 売上アップ

ボトルトオーナー（店舗）様の使い⽅

社会貢献
アピール

“3ステップで店頭対応”
1. お客様来店 2. お客様の購⼊画⾯確認 3. マイボトルに中⾝を提供

POSなど店頭で
操作するための
端末を新たに
ご⽤意いただく
必要ありません

新しいお客様との
出会いや環境に
優しい情報発信が
できます。

お客様が1ドリンク
購⼊につき、
「プラスチック削減
数」を表⽰します。
＊ご希望の店舗様にも
開⽰いたします。



「ボトルト」アプリサービスの特徴
◎ご⽤意いただく端末はありません。
店頭ではお客様のスマホを確認していただくだけ。

◎お店で商品の設定（種類、価格、容量、提供数など）をアプリやPCから
いつでも⾃由に設定いただけます。
グランドメニューにはない、マイボトル（またはテイクアウト）専⽤のドリンク
メニューを作成できますので、期間限定や、限定商品も販売いただけます。

◎⼿数料は商品受け渡し後の売上にかかるだけなので導⼊時にかかる費⽤は無料です。
⼿数料：売上の30%（クレジットカード⼿数料、運営費、社会貢献費などが含まれ、環境
保護活動などにも使わせていただきます。

例：100円のドリンクなら(税込）
お店の70円がそのまま利益になります！

ボトルトオーナー（店舗）様へのメリット (1)

これまでのマイボトル割引と
同等の⾦額で、

アプリやウェブでの広告効果、
カップ節約、売上アップへ！

（オリジナルまたは限定商品の⼀例）



メニュー例
通常メニュー

メニューは通常メニューをそのまま
設定していただけるほか、
容量を設定できるので利益率が⾼く
通常のメニューでは出さないアイテム
などにもトライできます！
例：
150ml スペシャルコーヒー 350円
300ml デトックスウォーター 100円
300ml ホットウォーター 100円

ボトルトに掲載する
お店ページ

ボトルトアプリ上の
メニュー



(c) BOTLTO Co., Ltd. 2019

テイクアウト⽤のドリンク専⽤アプリ
だから、マイボトルユーザーを
引きつける新商品やオリジナル商品で
新しい収益源になり、集客にも
効果を発揮します！

ボトルトオーナー（店舗）様へのメリット (2)

お店とお客様をつなぐ、新しいシーンを作りましょう



出店申込

出店希望
店舗様

ボトルトにて
出店審査

店舗様にて
商品設定

ボトルト
アプリ上に開店

ボトルトユーザ
による商品購⼊
（事前決済）

来店&
商品引取

マイボトルに
商品提供

♳ ♴ ♵ ♶

♷ ♸ ♹

出店
店舗様

携帯電話番号
で認証*

ご利⽤開始 !
商品と価格設定

貴店店舗

来店情報は
オーナーズ
アプリ上で
確認可能

ユーザ提⽰の
画⾯を確認して
受け渡し

* 法⼈様（チェーンショップ）の場合は弊社にて⼀括登録いたします。担当までご相談ください。

担当より
ご連絡

ご希望⽇
に開店

ZZ

ボトルトへ
⽀払請求
または
定期請求処理

⼿数料を
引いた⾦額を
指定⼝座に
ご⼊⾦

ボトルトオーナーズ（店舗登録から利⽤の流れ）

オーナーズ
ページ開設



ボトルトオーナー（店舗様）登録⽅法

1. ボトルトオーナーズアプリ

2.  利⽤申込書

ご⽤意いただく主な項⽬：
1. 店舗情報
2. 店舗紹介写真（3枚まで可能）
3. 商品の写真（20アイテムまで可能）
4. 営業許可番号及び画像（アプリからアップロード

またはメール添付/FAXも）
1. 売上お振込み先銀⾏⼝座情報
（アプリから登録または別申込書にてご登録）

1. 「ボトルトオーナーズアプリ」から
全ての情報を登録いただけます。（推奨）

2. 店舗の写真や商品の写真もアプリ内で撮影し、
アップロードしていただけます。新規の写真

や商品情報もいつでもお⼿元から変更も可能です。

3. 登録後は弊社担当者よりご連絡し、2-3営業⽇で
ショップオープンとなります。事前のご連絡で
掲載ご希望⽇も設定できます。（ご希望⽇まで⾮
表⽰となります）。

1. 店舗サービス利⽤申込書をご記⼊の上、FAXや
メール添付の画像やPDFなどでお送りください。
担当よりご連絡させていただきます。
メール先：info@botlto.com

2. 店舗の写真や商品の写真もアプリ内で撮影し、
アップロードしていただけます。新規の写真や
商品情報もいつでもお⼿元から変更も可能です。

l アプリの使い⽅や登録⽅法は担当者までお気軽にご相談ください。
メール：info@botlto.com 電話：03-3447-3162 (ボトルト担当宛）

l お店や商品の写真撮影をご希望の場合にはお知らせください！
(2020年3⽉31⽇申込分まで無料！）

1. アプリダウンロード先

2. 利⽤申込書

http://botlto.com
http://botlto.com


ボトルトオーナー専⽤アプリの機能
利⽤いただける条件：飲⾷店、喫茶店許可、酒類販売許可などをお持ちの店舗様
1.ウェブサイトの申請フォームにご記⼊
2. 管理者（代表）の⽅が「ボトルトオーナーズ（橙）」アプリに携帯電話を登録していただけること：認証⽤です。
3. 認証コードでログインし、参加したいグループのページにご記⼊ください。
4.当社よりページ開設のご連絡
5.スタッフの⽅々にご周知ください
* 複数店舗をお持ちの法⼈様への⼀括登録も可能です。



ボトルトオーナーズアプリの機能
ドリンクのサイズを登録する



（来店前）
お客様は事前決済で
ドリンク購⼊されます。

⼊⼿したドリンク券を
選択し、受け取りボタンを

押してください。
各⾃で押していただけます。

店舗でのオペレーションフロー

ボトルトユーザー様ご来店時にご確認いただく画⾯

ご来店
完了画⾯を確認し、
お客様が持参した
容器にドリンクを
ご提供ください

! " #

お客様が完了
ボタンを押す
と画⾯から
当該商品の
チケットが
消えます。

お店側に
⾒えている画⾯
確認画⾯はお客様と
お店側が両側で⼀度に
確認できるように
なっています。



月額プラン
年額プラン
店舗登録

ウェブサイトでの紹介
特設ページ開設
店舗取材
記事作成

バイリンガルサポート
環境ポイント集計
優先サポート

無料
無料
◯
×
×
×
×
×
×
×

900円
11,000円
◯
◯
×
×
×
◯
◯
◯

1,500円 3,000円
15,600円 25,000円
◯ ◯
◯ ◯
× ◯
× ◯
◯ ◯
◯ ◯
◯ ◯
◯ ◯

オーナー向け料⾦体系(オプション）

• 店舗登録には１件以上の商品登録が必要になります。
• ⼿数料は使った分だけ（売上の30%)

商品の値段は
⾃由に設定可能！



u 「ボトルの利⽤は⾃⼰責任であること」をユーザー規約に記載していますので、ボトル
トユーザー様は、それ以外のボトルを持ってくるお客様よりもボトルの利⽤（衛⽣管理）
への意識喚起ができます。

u マイボトルの受け渡しについては各店舗様の運⽤にお任せしております。⼀般的にはボ
トルをゆすぐなどのお客様の依頼にお応えいただけることをお勧めいたします。

u お店の⽅は画⾯に触れる必要がありません。お客様がチケット確認、受け取り、決済確
認までボタンを押しますが、押さないと画⾯が遷移しませんので、お買い上げ内容が有効で
あることをその場で確認することができます。

運⽤について
u BOTLTOをお店に導⼊する費⽤は無料です。

u マイボトルユーザーを訴求するため、容器代が必要なくなります。

u ⼿数料は取引完了⾦額の30％となります。端末、⼈件費など様々なコストを削減するこ
とができます（⽐較（⼀例）A社宅配サービスでは⼿数料35%プラス配達料、広告料な
ど、または⽉額利⽤料50,000円に⽐べても格安）

u 通常のメニューとは別にマイボトルメニューを作ることができます。フリマアプリの
ような使い勝⼿で、価格やアイテムの設定、⼊れ替えも、いつでも簡単にアプリからで
きますので、期間限定の限定メニュー、マイボトル特別メニューを設定することができ
ます。



(c) BOTLTO  2019 STRICTLY CONFIDENTIAL 厳
秘

お客様が求めている新しいサービスを
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（事業活性化）
お店様：マイボトルを持った新しいお客様
との出会いと社会貢献を実感している

（環境⾏動の促進）
お客様：環境やマイボトルに関⼼がなかった
が、持ちたくなった

◎ たくさんの声をいただいています。
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注⽬記事

(c) BOTLTO  2019 STRICTLY CONFIDENTIAL 厳
秘



よくある質問


