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事例１：クローズ型店舗管理システム 
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概要 

POS／レジ 

管理PC 

売上データ 
顧客データ 

構成 

・POS／レジでの売上を1日1回、管理PCの方へ吸上げ処理を行います。 

 データ受信後に管理PCの方から売上分析帳票を出力します。 

・管理PCの方で、仕入先からの納品書/請求書を元に仕入入力を行います。 

 入力したデータより買掛管理、在庫管理を行います。 

・売上、仕入より発生したデータから在庫集計を 

 行うことで、SKUごとの在庫管理が可能になります。 



事例２：飲食店向け店舗管理システム 
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概要 

・飲食店運営には欠かせない、売上管理と顧客管理をパッケージとしてご用意しております。 
・予約や当日客の配席等を管理する予約管理、PCにて打刻をし、就業時間を集計する勤怠管理、 
 仕入先に対する買掛管理など飲食店に必要な様々なご提案をさせて頂きます。 

【パッケージ内容】 
売上管理／顧客管理 （ｵﾌﾟｼｮﾝ）売掛管理／買掛管理／予約管理／勤怠管理 
【導入実績】30社以上 

導入事例1：高級料亭 
（経緯）紙ベースもしくはエクセルで行っていた顧客の来店記録や請求書発行作業の負荷を軽減したい。 
（効果）顧客情報の管理とリンクした売上データの電子化により作業効率アップ！ 

導入事例2：老舗洋食店 
（経緯）現行使用しているソフトとハードの老朽化によるリプレイス。売掛と買掛管理に細かな要望があり、 
柔軟なカスタマイズが要求された。 
（効果）運用に合わせたカスタマイズにより、不便と不満を解消。 

導入事例3：飲食店（２店舗） 
（経緯）カフェと料亭という営業形態の異なる店で販促の強化をしたい。 
（効果）購入履歴から顧客を抽出し電子メールでの販促を実施。より戦略的な販促活動が可能に！ 

導入事例4：飲食店グループ（12店舗） 
（経緯）営業形態の異なる飲食店グループで共通のポイント管理をしたい。 
（効果）店舗別及びグループ全体でのポイント管理が実現！発行済のポイントや回収したポイントの管理まで。 



事例３：委託販売管理システム（主に産地直売所） 
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概要 

・委託販売を運営している業態に対して管理を特化した仕組みです。 
・出品者に対するお支払い機能や出品者ごと商品ごとに委託率設定など、委託管理には欠かせない機能を
多数揃えております。 
 

【パッケージ内容】 
売上管理／ラベルシール発行／支払管理／買掛管理／在庫管理／マスタ管理 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）顧客管理／売上速報メール配信／金融機関振込データ作成 
【導入実績】50社以上 

委託された商品をＰＯＳにて販売。 
その販売実績から集計された結果をお支払明細書としてPCより出力できます。 

お支払 

明細書 

商品販売 

売上集計 

委託者様からの商品をコード化し、 
POSへ商品情報を送信します。 
委託商品にラベルを添付し、店頭へ陳列します。 

お支払 
明細書出力 

直売所 

POS/ﾚｼﾞ 
PC 

出品者 



レストラン 事務所 

売店 

スナックコーナー 自販機 

配膳ﾓﾆﾀｰ 

ﾁｹｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

食券券売機 
ｽﾅｯｸ用POS 

ｷｯﾁﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ 

売店用POS、自動硬貨・紙幣釣銭機 

ﾚｽﾄﾗﾝPOS 

催事・特販用 

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ  

（Bluetooth対
応） 

棚卸用 

ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ 

ｷｯﾁﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 

ﾓﾆﾀｰ画面 

ﾊﾝﾃﾞｨ 

厨房用ﾓﾆﾀｰ 客席用ﾓﾆﾀｰ 

外売店用POS 

外売店 

ﾚｼｰﾄ 

施設内イメージ 

クライアントＰＣ 

・物販POS、飲食POS、券売機、ハンディ、自販機等多彩な外部機器との接続ができます。 
※券売機／自販機については当社指定の機種にのみ限ります。 

 ・物販POSのみでなく、飲食POS、電子レジスター、券売機、ハンディPOS等のさまざまな機
器で発生した売上を一元管理することが可能です 

事例４：複合施設向け店舗管理システム 

・サービスエリア/道の駅などの導入実績が多数ございます 

・機種によっては既存の機器をそのまま流用するご提案も可能です 

・券売機は芝浦自販機、グローリー、トヨコムなど実績あり 

   カスタマイズ（別見積）にて接続対応も可能です 

ここがポイント！！ 
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事例５：本部一括管理 店舗管理システム 
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構成例 

サーバ 

本部 
VPN 

店舗Ａ 

店舗Ｂ 
店舗C 

概要 
・本部という集約拠点にデータを全て集め、一元管理する仕組みです。 
・拠点では運用に合わせて、PC／POS／ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙの有無を選択することが可能です。 
・拠点の業種/業態が異なっていても、各々に適合したソフト及び機器をご提供致します。 
・2～3拠点の管理から100店舗以上の管理まで、お客様の規模／運用に合わせたシステムをご提案させて頂
きます。 

データの相互受け渡し 

【パッケージ内容】 
売上管理／買掛管理／在庫管理／マスタ管理 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）売掛管理（卸・小売）／顧客管理／発注管理（FAX・WebEDI） 
【導入実績】50社以上 



事例６：本部一括管理 流通BMS 
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インターネット 

EDIシステム 
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 ・受注情報を所定の形式で入出力し、EDIシステムへ連動します 

ここがポイント！！ 
・各社ごとのEDI仕様にカスタマイズにて対応可能です 

・インターネットEDIの他にもFAX、メール、EOS、 

   流通BMSなど必要に応じて導入可能です 

・各通販サイト（楽天、amazon等）との連動も多数事例がございます 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

POSシステム  

発注データ 

店舗管理 
受注データ 売上データ 

ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 

入荷予定デ
ータ 

事例７：本部一括管理 EDIシステムとの連動 



事例８：品番管理システム（主にアパレル店向け） 
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color 

size 

概要 

イメージ 

品番 
XXX-XXXX 

YW/S GR/S 

YW/M GR/M 

・商品管理にて同一品番でも、カラー/サイズによってSKUを分けている運用の業種業態向け店舗管理 
ｼｽﾃﾑです。 
・品番ごとはもちろん、カラー別サイズ別の売上分析、在庫管理もご提供致します。 
・画像ファイルを取り込み、システムにて画像確認が可能です。 
・掲示板、スケジュール管理などを使用し、社内の情報共有・伝達がスムーズになります。 
・全帳票において、データのＣＳＶ出力可能です。 
 
 

【パッケージ内容】 
売上管理／買掛管理／在庫管理 
／マスタ管理 
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）売掛管理／顧客管理 
【導入実績】20社以上 

2 3 

1 2 
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事例９：ハンディシステム 簡易POSと在庫管理 
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事例１０：免税管理システム 
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概要 

・2014年10月の消費税免税販売制度の改正に伴い消耗品分野（飲料、食品、コスメ、ドラッグ等） 
も免税対象となり、また政府の訪日外国人観光客を増やす施策により免税店申請が増えております。 
 

・免税対応時の処理の高速化、簡略化を図ることが出来ます。 
 

・お客様の運用パターンに合わせて3パターンのご提案が可能です。 
 

・2015年4月より施行される委託型免税販売についても対応致します。 

キーエンス製 
ハンディターミナル 

BT-W85T 

ブラザー製 
モバイルプリンタ 

MW-260 

モバイル型提案 高速型提案 ＰＯＳ連動型提案 

管理ＰＣ 
３Ｍ製 

パスポートスキャナ 
KR2400 

エプソン製 
インクジェットプリンタ 

PX-S05B/W 

東芝テック製 
ＰＯＳシステム 
PrimeStore 

高速型提案 
と同じ機器 

＜特長＞ 
・ハンディ＋＆モバイルプリンタなので 
場所を取りません。 
・専門店などでの、設置スペースを基にされる 
お客様向けのご提案です。 

＜特長＞ 
・客捌き重視のお客様へのご提案です。 
・モバイル型提案よりは処理スピードが速いです。 
・量販店、スーパー様やバスなどの団体客を 
扱うお客様向けのご提案内容です。 

＜特長＞ 
・ＰＯＳシステムは上記限定です。 
・お客様は通常の会計で処理頂き、免税システム 
側で消費税差額分を自動計算、返金する 
パターンのご提案です。 
・会計処理も含めスムーズに行えるメリットが 
御座います。 

プリンタ 



事例1１：その他導入事例 
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・QRコードを用いた古本・中古おもちゃの絶対単品管理および 
  複数店舗間の商品流通・追跡システム 
 →他に中古買取運営のお店に対応が可能です。 
 

・２段タグを用いた衣料店向け管理システム 
 →既存システムの焼き直しなどもご提案させて頂きます。 

 

・PC及びハンディなどでの催事向け売上管理 
 →百貨店、ショッピングモール内で機器設置場所があまり取れないケースに最適です。 

 

・ペットのプロフィール(誕生日・犬種等)で顧客検索できるペットショップ向け顧客管理 
 →お客様の運用に合ったシステムカスタマイズをご提供致します。 

 
 

その他にも今までの導入事例より色々なｼｽﾃﾑの提案をご提供させて頂きます。 
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