
５．システム構成

■■ POSPOS単体のみ（最小構成）単体のみ（最小構成）

POS

カスタマディスプレイ
（料金表示機）

レジ端末
（Windows/Linux）

キャッシュドロアレシート
プリンタ

【オプション】

Windows PC
（分析・メニュー設定用）

スイッチングハブ

【オプション】

ＰＯＳ本体でメニューの設定ができますが、ＰＣを
繋ぐとより便利です。ﾚﾎﾟｰﾄなどもＰＣからＡ４で出
力することが出来ます。

USER
テキスト ボックス
     



■■ POSPOS～～ オーダーステーション～ハンディターミナルオーダーステーション～ハンディターミナル ～キッチンプリンター～キッチンプリンター

POS

ｵｰﾀﾞｰ
ｽﾃｰｼｮﾝ

OS：Linux
ｵｰﾀﾞｰｺﾝﾄﾛｰﾙｻｰﾊﾞｰ キッチンプリンタ

オーダーステーション
（OSなし）

スイッチングハブカスタマディスプレイ
（料金表示機）

レジ端末
（OSなし）

キャッシュドロアレシート
プリンタ

【オプション】

Windows PC
（分析・メニュー設定用）

アクセスポイントハンディターミナル

全てのデータとプログラムはサーバーに集約されます。ＰＯＳ本
体にはハードディスクが無いため、トラブルが少なくなります。



■■ ステーションターミナルステーションターミナル

画面へのタッチで簡単入力 キーボードは必要なし

Panasonic , IBM , Wincor，Protchの場合）

ボディカラー ブラック

OS Linux

CPU Celeron 1.2-2.5GHz

メモリ SDRAM 最大512MB – 1GB

HDD 2.5ｲﾝﾁ 40GB以上

ディスプレイ 12.1ｲﾝﾁ 高輝度TFT液晶ディスプレイ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
ｼﾙｱﾙﾎﾟｰﾄ x2、ﾊﾟﾗﾚﾙﾎﾟｰﾄ x1、ｷｬｯｼｭﾄﾞﾛｱ x1、
PS/2ﾎﾟｰﾄ x1、USB x2、10/100BaseEthernet

EMI規格 TUV-GS、UL、cUL、CE、CB

電源電圧 AC 100 V

50 – 60 Hz

外形寸法 約 316(W) ｘ 325(D) ｘ 347(H)mm 

質量 約8 – 12 Kg

■■ ハンディーターミナルハンディーターミナル

3.5ｲﾝﾁQVGA大画面液晶モニタで視認性がアップ

タッチパネルで軽快な操作

軽量タイプで女性でも楽々

IEEE802.11b ワイヤレスLANでスムーズなオーダーリング

Ｗｉｄｅｆｌｙ／Hp／DELL/その他対応

Ｄｅｌｌ製品ＨＰ製品お薦め製品

Widefly製品は2.8インチ液晶画面もあります。



印字方式 ラインサーマルドット印字方式

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ シリアル（RS-232C準拠）

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ規格
UPC-A/E、JAN（EAN）13桁/8桁、ITF、
CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93

印字速度 最大２００ｍｍ/秒

ｵｰﾄｶｯﾀｰ パーシャルカット(左端 １点切り残し)

用紙サイズ
80mmサーマルロール紙
（79.9±0.1(W)×φ83mm）

EMI規格 VCCI クラスA

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ仕様 定格入力：AC 100V～240V（32AD使用）

消費電力 約４３W（通常印字時）、約5W（非印字時）

外形寸法
145（W） ×195（D） ×148（H）mm
（ACアダプタータイプ）

質量 約1.8kg

■■ キッチンプリンタキッチンプリンタ

EPSON TM-T88Ⅳ

ドロップイン方式によりロール紙交換が容易

静音高速印字（印刷速度：100mm/S）

抜群の品質で殆ど故障なし

クールホワイト/ダークグレー

■■ 無線装置無線装置

Belkin製

最新無線LAN技術であるMIMOテクノロジー採用

トリプルアンテナを備え、従来の54Mbps無線LANと比べ2倍

の108Mbps(理論値)に高速化

標準802.11gをはるかに上回る通信エリア

規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、MIMO
（Multi Input MultiOutput)

伝送方式 DS-SS,OFDM

周波数 2400-2483.5MHz (13チャンネル)

転送速度 MIMO: 72, 96, 108Mbps, 802.11g: 6, 9, 12, 
18, 24, 36, 48, 54Mbps, 802.11b: 1, 2, 5.5, 
11Mbps

アンテナタイプ トリプルアンテナ

セキュリティ WPA-PSK( with TKIP, AES), WPA-
RADIUS, WEP(64/128ビット)

ポート WAN 1ポート- 10/100Mbps(オートセンス
機能), LAN 4ポート- 10/100Mbps (オート
センス機能)

アドレス変換 NAT (Network Address Translations)

電源電圧
入力: 100-110V , 0.4A, 50-60Hz 出力: 

12V, 1A

消費電力 22W

外形寸法
約170(W)×180(H)×30(D)mm（アンテナ部
除く）

質量 約550g



６．機能説明

【フロアレイアウト画面】 【２ヶ国語オペレーション】

座席の空席や利用状況など一括して管理することが可能。

利用状況は色で区別され判断しやすくなっています。

テーブル配置は自由に変更できます。

テーブルの予約状況が表示されます。

日本語と英語などワンタッチで切替。

端末ごとに言語の設定が可能です。

メニューボタンの大きさや色を簡単に

変えることができます。

フロントエンドとバックエンドに処理がわかれます。

フロントエンドはオーダー、精算、日次処理、各種レポート出力（レシート用紙）が主な機能です。

バックエンドは基本情報、メニュー、スタッフ登録、各種管理レポート（A4用紙）が主な機能です。

USER
テキスト ボックス



パスワード

担当者コード、パスワード
を入力し、端末利用者の
設定を行います。ログア
ウトするまでは再入力の
必要はありません。

■■ ステーションターミナル機能ステーションターミナル機能 テーブル一覧

フロアレイアウト、テーブル
一覧が表示されます。空席
はグレー、使用中は緑色な
ど使用状況によって変化し
ます。

フロアレイアウトは簡単に
変更することが出来ます。

セットメニュー

サラダ、メイン、ドリンク、
デザートなどの選択のあ
るセット商品をつくること
が可能です。また、選択
する商品によって追加料
金を設定することもでき
ます。

在庫設定

限定商品など限定のある
商品や在庫の少ない商
品をあらかじめ登録して
おくことが可能です。在庫
のなくなった商品、品切
れは選択することができ
なくなります。

精算処理

テーブルをタッチ、即座に
精算を行うことができます。

分割精算も簡単です。

精算取消も簡単にできま
す。

キッチンメッセージ
オプション入力

飲み物割り方、焼き方な
どキッチンに送信する
オーダーに情報を追加す
ることができます。



■■ ハンディーターミナル機能ハンディーターミナル機能

パスワード

担当者コード、パスワードを入力し、端末利用
者の設定を行います。ログアウトするまでは再
入力の必要はありません。

テーブル一覧

テーブル一覧が表示されます。空席はグレー、
使用中は緑色など使用状況によって変化しま
す。

ハンディーでは、フロア図を表示することがで
きません。

セットメニュー

サラダ、メイン、ドリンク、デーザートなどの選
択のあるセット商品をつくることが可能です。
また、選択する商品によって追加料金を設定
することもできます。

キッチンメッセージ/オプション入力

飲み物割り方、焼き方などキッチンに送信する
オーダーに情報を追加することができます。

在庫設定

限定商品など限定のある商品や在庫の少な
い商品をあらかじめ登録しておくことが可能で
す。在庫のなくなった商品は選択することがで
きなくなります。

精算処理

テーブルチェックをすることが出来ます。

会計書はキャッシャープリンターに出力されま
す。



売り上げレポート （ＰＯＳレシートより印刷）

商品別、分類別、時間帯別レポートなど分析機能が豊富！

スタッフ別取り消しレポート・伝票破棄レポート・販売停止リスト・分割／移動履歴・品目売
上レポート・支払変更履歴・品目割当レポート・売上停止履歴・義務上（出勤者リスト）・分
類売上レポート・スタッフ別支払レポート・時間帯売上レポート・品目売上レポート・値引レ
ポート・日次／シフト締めレポート・入出金明細レポート・スタッフ別値引レポート・未清算
売上レポート・スタッフ取引履歴

予約管理 （オプション）

・ 業界初の予約から精算までの一気通貫したシステム

・ 標準で予約の管理機能搭載！

・ 本日の予約から数年先の予約をとることができます。

・ テーブルの指定だけではなく禁煙席、誕生日会などの情報も設定可能！

バックエンドシステム
（ＰＣよりＡ４で印刷、エクセルデータとして出力）

・ 約80種類もの細かい分析、集計ができるのはこのシステムだけ。

・ メニュー追加、変更、削除も非常に簡単にできます。

・ タイムレコーダー管理などもバックエンドシステムで行います。出勤・退勤時間

をデータに落とし、加工して給与管理システムへ連動させることも可能です。

・ お客様の要望に応じて帳票を作成することも可能。（有償サービス）

■■ 売上・分析レポート・予約管理売上・分析レポート・予約管理



■■ オーダー送信（厨房）と注文伝票オーダー送信（厨房）と注文伝票

一枚伝票

もぎり伝票

※ オプションの壁掛けキット利用時

注文伝票

プリンターにより一枚伝票かもぎり伝票のどちらかになります。

プリンターが複数台ある場合は、組合せをすることができます。

固定オーダー端末

ハンディーオーダー端末



■■ 領収書・厨房指示伝票領収書・厨房指示伝票

領収書

30,000円以上の領収書には自動的に印紙添
付欄印刷されます。印紙に慣れないアルバイ
トの方の間違えを軽減できます。

ｷｯﾁﾝﾒｯｾｰｼﾞ付

お客様の要望やホールからの指示を商品ア
イテムに付加させてキッチンに送信すること
が可能です。

追加

追加注文を意味します。
【 新規 】と区別でき、新規を優先して提供す
ることが可能です

領収書は明細付きと明細無（左例参照）を印刷することが出来ます。



■ 人件費削減で外国人アルバイトが増えた。心
配事も増えた・・・

日本語が完璧でない外国人のために、２ヶ国語対
応 ワンタッチで日本語と英語（第２外国語）に切り
替えて利用することが可能です。
キッチンには日本語と英語を２段に印刷することも
出来ます。

【２ヶ国語オペレーション】

日本語と英語など切り替えて利用できます。

（注意）対応できない文字もあります。

端末ごとに言語の設定が可能です。

ワンタッチで２ヶ国語対応（日本語⇔英語 日本語⇔中国語 日本語⇔ハングルなど）

オーダー画面は日本語操作

厨房のプリンターからは中国語、英語で注文指示の

出力ができます。

外国のお客様には英語のレシートを即座に発行できます。


