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本部管理システム｢TenpoVisor｣との完全連動！
データの二次利用、他社製品との連動ができます

機種により拡張性が限られる

価格・デザイン・サイズなど、
お店に合わせて好きな機種が選べます

専用機で高額。機種の選択肢が無い
メーカーの機種製造中止によるリスク

パッケージソフトなのでローコスト!
データ移行が簡単、ハードのみ交換で永続利用

カスタマイズが発生してハイコスト!
データの移行が困難なことも

ハードウェア

ソフトウェア

拡張性

従来の
ＰＯＳ専用機

■ なぜ日本でパソコンＰＯＳが普及しないか

ソフトの質(ソフトウェア、ソフトハウス)

・パソコンだと誰もがプログラムの作成可能

・実績のある会社と、実績のない会社が混在

ハードウェアメンテナンス

・専用機に比べ保守体制が曖昧

■ ビジコムのパソコンＰＯＳが選ばれる理由

ソフトウェアがパッケージ

・初期導入費が格段に安く、安定した稼動実績

・上場企業にも選ばれる安心の品質

多店舗経営への拡張性

・本部管理システムがあり多店舗経営にも対応している

サポート体制が万全

・営業時間内、無償電話サポート（有償時間外対応有）

・ハードウェアメーカーの保守網を使いソフトまでメンテナンス

パソコン
ＰＯＳ

パソコンＰＯＳは世界標準です

日本ではハードウェアメーカー製POSが主流ですが、海外ではパソコンPOSが主流です。
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■ 物販店
アパレル、ブティック、衣料品、子供服、服飾雑貨、靴、
カバン、アクセサリー、メガネ、コンタクト、呉服店、
食品、健康食品、洋菓子・和菓子、酒販、精米店、海産物直売所、
日用雑貨、趣味雑貨、手芸、機械工具、ホームセンター、
薬局、化粧品、サプリメント、書店、ビデオ、DVD・CD・ゲーム、
楽器、PCショップ、電化製品、カメラ、携帯ショップ、
玩具、文具、スポーツ用品、車・バイク・自転車用品
家具、インテリア、生活雑貨、家電、仏具
園芸、生花、造花、ペットショップ、熱帯魚ショップ
福祉用品、ベビー用品、キッズ用品
お土産、贈答販売、催事場
ホテル、旅館内売店、美術館
企業内売店、学校内売店、工場内売店
道の駅、サービスエリア売店
スポーツ施設、スキー場、アミューズメント施設
ゴルフ練習場、貸フットサル場、貸テニス場

■ サービス
美容（エステサロン・ネイルサロン・美容室）
飲食店(カフェ・喫茶・ファストフード・レストラン・居酒屋・焼肉）
マッサージ、整体院、針灸、温浴施設、日焼けサロン、将棋クラブ、DTPショップ

■レンタル
ビデオ、CD、DVD
ゲーム、トラベル用品
書籍、衣装、機材

■委託販売
農産物直売所、地域物産展
道の駅、セルDVD
レンタルショーケース

【 100業種以上 12,000セット 】 【 5,000店舗 】

パソコンＰＯＳの導入実績

2015.03現在

ビジコムのPOSシステムは、日本全国で利用されています。

■リサイクル
総合リサイクル、衣料品、ブランド品
ビデオ、CD、DVD、ＴＶゲーム、書籍
スポーツ用品、厨房用品、家具、家電

■業種別導入比率



トータルソリューションパッケージだからできること

リサイクルショップで必要な、販売・買取・在庫・顧客・ポイント管理をパッケージにしました。
店舗の業務をトータルにソリューションできます。

顧客管理と連動したポイント管理

商品ごとの在庫を管理商品の単品管理

お店に必要な業務（買取・販売・検索・登録・リスト・稼
動）が同一の画面で可能です。そのため朝から夜まで画

面を切替える必要がありません。

カウンター業務同一画面処理

■重複ＪＡＮ(コード)の商品登録が可能！

1つのＪＡＮコードで複数の値付けが可能です。
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商品/顧客コード入力欄

在庫数

販売時に一目で出来る限り多くの情報を把握し、臨機応変な対応を可能とした画面構成

メニューボタンをタッチするか、商品コードを入力（スキャン）すると、
商品名・在庫・金額を表示

販売画面

デフォルトで、商品詳細or商品稼動の選択可 （ＳＦ３稼動で表示）
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カナ検索・型番検索・商品名検索・部門検索など簡単に検索できる詳細条件設定が可能

様々な条件で検索が可能

販売画面からファンクションキーで商品検索画面を表示。
条件抽出や一覧表示が可能

画面構成 【商品検索画面】

商品検索結果表示画面（全データ表示）

商品検索画面

商品コードをクリックすると販売画面に
商品を読み込み表示します。
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顧客情報・ポイント

商品稼動
買取や委託と同時に、商品
のバーコード印刷が可能！

メニューボタンをタッチするか、商品コードを入力（スキャン）すると、
商品名・在庫・標準買取価格（マスター登録されている価格）等を表示します。

買取画面

買取金額

販売時だけでなく、買取時にもポイントを
付与できます。

商品マスタの金額変更も可能

ＣＤ・ＤＶＤ・ＴＶゲーム等の価格データ供
給（別途有償）もおこなっております。
価格情報を商品マスタに反映できます。

商品稼動をみて値付けが行えます。

価格情報
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メニューボタンをタッチするか、商品コードを入力（スキャン）すると、
下記内容の在庫関連を表示します。

在庫表示

ＪＡＮコードを読取ると仕入（買取）・販売・在庫の動きを、過去１２ヶ月・過去４週間表示します。

デフォルトで商品詳細or商品稼動の表示の切り替えが可能です。
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■バーコード印字のカードでポイント発行

販売時に、顧客コードをバーコードスキャンする事で、
会員情報が販売画面に表示されます。

■ポイントがみえます
ポイント数が販売画面で見えるの
で、お客様にポイント精算をする
かお伺いをできます。

■小計画面でポイント精算
あらかじめ登録した設定率に応じ
て、ポイント精算を行います。

■加算ポイントがみえます。
販売金額に対してのポイント数が
小計画面で見えます。

レシートにポイント
情報を印字。

ポイントをサービス券
として発行することも
可能です。

■ポイントの残高確認

バーコードを使った会員証は、リライトカードに比べてコストを抑えてオリジナルショップ
カードを作成できます。

ポイントサービスで他店と差別化しリピート率ＵＰ

オリジナルカード作成
バーコードの連番が印刷された
お店オリジナルデザインの
ポイントカード作成を承ります。
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購入(利用)履歴画面

顧客の過去購入履歴・過去月間単位での売上金額･･等を把握でき、趣味嗜好に合せた接客が可能です。

■ 顧客詳細情報
顧客名のクリックで表示。
（5段階の顧客ランク、地区、総販売数･金額、平均単価、
売掛金、累計発行ポイント、累計還元（利用）ポイント、
最終利用日、月毎の販売数・金額、前年合計、前年同月）
を表示します。

-- POINT --
顧客情報詳細で分析し、顧客ランクを5段階で設定。
顧客ランクに合せて、ポイント還元率を設定可能
特別会員は、値引設定も可能です。

顧客の購入履歴は、サービスの今に繋がります

顧客を知ることがサービスの第一歩です。



「レジ締め」は不要。いつでもリアルタイムに集計処理しているのでワンクリックで日報表示
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会計毎に売上集計を行っているので、必要な時に日報の出力が可能です。

レジ締め不要、必要な時に売上確認できます

■ 日報表示
カレンダー

■ ジャーナル点検 （電子ジャーナル対応）■ 売上日報画面 部門集計

粗利表示



記録紙の膨大な印字から探す手間は不要。検索機能充実の電子ジャーナルを表示。

日付・処理系列・伝票№・担当者・処理内容を指定することでスムーズな検索が可能

ジャーナル点検画面

１日の記録を事細かに取るジャーナル明細

お店での一日の流れを、販売・買取・
仕入・移動から金額の変更、在庫の
移動等事細かに記録されています。
ジャーナル明細は検索の機能を

持っていますので、時間、商品、顧客、
伝票ナンバー、販売担当者等を指定
し内容をチェックすることが可能です。
その内容は即座に見ることができる
ほか、本部に転送しチェックすること
も可能です。
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業務オプション

販売管理オプション

在庫・仕入オプション

ＬＡＮオプション

顧客管理オプション

月報 年報 売上一覧（販売・仕入・移動・廃棄） 商品在庫単価入力
商品ベスト（月間・週間） 商品稼動／非稼動一覧 商品別売上一覧
担当者別売上一覧 仕入先別売上一覧 売上売価評価一覧
項目別売上一覧（メーカー／仕入先／サブジャンル）
バーコード印刷（会員用バーコード／商品用プライスカード／タグ用シール）
ＮＯＮ-ＰＬＵバーコード印刷 移動データ店舗別一覧
曜日・時間別売上（日付指定範囲／帳票／グラフ／金額／来客数）

商品在庫一覧表 発注点切れリスト ハンディデータＤＢ取込み
ハンディー比較棚卸（一致／不一致） 部門在庫集計表
項目別商品在庫一覧 棚卸手入力 棚卸チェックリスト

ポイント残高一覧 ポイント照会一覧 顧客稼動一覧（稼動／非稼動）
顧客稼動ベスト（月・週指定） ＤＭラベル発行 顧客地区ベスト集計
得意先別売上一覧 売掛金未収一覧

ピアツーピア（３台まで） クライアント・サーバー（４台以上）
クライアント（子機）増設（１０台まで）
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クラウド型本部管理システム
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販売・在庫・顧客・ポイント等の
POSで処理を行った各種データ

ＢＣＰＯＳのログデータをCSVで送信

商品マスタ・仕入先マスタ・部門マスタ
メーカーマスタ・サブジャンルマスタ

TenpoVisorの各種マスタCSVを送信

SSLによるセキュアな通信

インターネットで店舗管理

インターネットを使い各店舗POSと管理本部を繋ぎます。全店舗のPOSデータをIDCのサーバ
に収集し、集計･分析･帳票化、本部管理はインターネットでWEBブラウザから行えます。

・日報・在庫比較
・店舗別売上
・店舗情報

商品データ
を配信

POSデータを
60分間隔で送信

集計データを
WEBで参照

管理本部で全店舗の情報を一元管理

・売上日報月報 ・売上比較 ・売上ベスト
・商品マスタ ・本部発注 ・分荷
・在庫検索 ・顧客ベスト・カテゴリ分析
・ポイント ・権限設定 …etc

IDCとは顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設。
株式会社ビジコムでは、自家発電・高度な空調設備を擁し高速通信回線・耐震性にも優れた上場企業のIDCにTenpoVisorのサーバを収容しています。

売上を本部に送信しているので、店舗では閉店後の売上報告業務もなくなります。

マスタ配信

各種端末からの閲覧可能
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ＴＯＰメニューから各種管理画面・帳票へアクセス

各店舗毎の売上一覧を表示したTOPページ
のメニューバーから、マスタ変更や分析、
帳票出力等が可能です。
全ての（一部除く）データはCSVデータ
として保存ができます。

知りたい情報・欲しいデータを、時間場所問わずにブラウザから手軽にアクセス

■ TOPメニューバー

各店売上一覧は60分に一回更新され、
各項目の数字等から、リンクをクリック
する事で詳細情報を表示します。

初期設定費用 15,000円（税別）

1店舗1ヶ月 5,000円（税別）

■ 利用料金

■ 各店売上一覧
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店舗間の情報共有でお店が変わります

TenpoVisorは、本部だけでなく店舗での利用も可能です。売上や在庫等のデータ共有により、
社員の意識改革からサービスへのフィードバック、売れ筋商品の認知まで可能です。

■ WEBから全店舗の在庫照会
全店舗の在庫状況を確認し、お客様にスムーズなご案内が可能
です。また、全店在庫状況の確認で、余剰・過剰在庫を防ぎ

適切な発注が可能となります。

■ 売れ筋商品の照会
例えば、売上ベスト（絞込みで東京店）で、地方にいなが
ら東京のトレンドをお客様に紹介することも。売れ筋商品
を知り商品知識を得ることで、カリスマ店員に近づけます。

■ グループウェアの活用
TenpoVisorでは、簡易グループウェア機能を備えています。

「掲示板」「全社スケジュール」等で、全社間のコミュニ
ケーションを活性化します。

商品ベスト

在庫比較
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詳細な権限設定で安心管理

TenpoVisorの画面(topメニュー等)はそれぞれ権限を
持っています。ユーザーIDに持たせた権限でユーザーごと
にアクセス出来る画面を制限することが可能です。
たとえば権限5で設定されているユーザーIDにてログイン
した場合、権限5より上（6～9）に設定されている画面に
はアクセスできません。

FC加盟会社毎や店舗をエリア管理する場合な
どに、店舗や会社単位でグループ分けを行い
グループ単位で、情報(売上・在庫・顧客等）
共有の制限を行えます。

■ 権限設定機能■ グループ管理機能

FC本部の下に、会社単位で複数店舗がFC加盟しているフラ
ンチャイジーや、FC本部の直営店など、情報を共有させるグ
ループと情報共有させないグループが有り、尚且つFC本部は
全てのFC加盟店の情報を管理する必要があります。
複雑なFC本部の店舗管理に対応させ、フランチャイジー毎グ
ループ化し閲覧制限機能を持たせました。
（FC管理以外にも、自社内のグループ分けでも活用可能）

店舗でも利用が可能なTenpoVisorには、ア
ルバイト・パートさんには見せたくない情報
もあります。全ての情報に権限設定を設ける
ことで閲覧制限が可能です。

店長

社員

アルバイト

す
べ
て
の
閲
覧
・
変
更
可

在
庫
・
売
上
ま
で

在
庫
ま
で



19

様々なデータを集計し帳票&グラフ化

■ 様々なデータを帳票化･グラフ化します。

* 日報･月報
* 売上一覧 (商品別/顧客別/担当者別/粗利別/日別/

月別/曜日時間帯別/部門別/店舗別･･･)
* ベスト表示 (商品ベスト/顧客ベスト･･･)
* 稼働実績 (商品稼働（商品別、店舗別、日別）/顧客･･･)
* リスト (商品/顧客/在庫/発注/仕入･･･)

・・・・・等

日報・月報はもちろん様々なデータを管理しやすいよう帳票化、さらに自動グラフ化します。

グラフ Zチャート

リスト

日報/月報
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商品を自由に組合せて帳票化（カテゴリ分析）

パソコンにフォルダを作りファイルを整理するように、部門やコード体系に縛られずに、
商品をドラッグ&ドロップしてカテゴリ別に分類・分析します。

■ カテゴリ作成
大カテゴリは、6カテゴリ。
大カテゴリの下に小カテゴリを設定できます。

金額･販売数による集計が可能で、各カテゴリー毎に、期間･店舗･部門・・・等で集計を行えます。

例)サイズカテゴリの下に｢各サイズ｣の小カテゴリを作成

■ 商品のカテゴリ分類
部門等に限らず、一覧表で示した商品リスト(右)をクリックして、
フォルダ（カテゴリ）に、ドロップして自由に分類を行います。
カテゴライズされた商品は、売上一覧やカテゴリ分析等で帳票化し分
析を行えます。
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※１時間に１回の更新オプションか、リアルタイム更新オプションが選べます。

■ チェーン店でお客様を囲い込み
自分の店舗のお客様だけではなく、同じチェーン店のお客様にもポイントを
ご利用いただけるので、お客様を店舗に誘導できます。

全店ポイント共有システム（オプション）

■ 日本全国利用可能
ネット上のサーバでポイント管理しているので、全国どこでも利用が可能です。

同じチェーン店内で、お客様がどこのお店に行っても、同じ会員証でポイントの
使用･加算が可能になります。
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【売上管理】
全体・・・店舗別、全店舗で、期間指定することで、日報～月報・年報まで閲覧できます。
日別月別・・・店舗と期間指定で、日別・月別に集計した人数、売上、粗利、仕入等のデータを閲覧
できます。
売上比較・・・売上・粗利・仕入を店舗ごとに比較します。
ポイント・・・ポイントの発行・使用・喪失・累計等の状況を閲覧できます。
部門別・・・店舗と期間指定で、部門別の売上・粗利・仕入等を閲覧できます。
予算入力・・・店舗ごとに予算を設定できます。

【明細管理】
処理種別・・・店舗と期間指定で、詳細なPOSの処理状況（販売、仕入、移動などの業務の流れ）を、
「処理時刻」「伝票No」「商品コード」「商品名」「数」「合計金額」といった情報が処理順に表示されま
す。
売上一覧・・・店舗と期間指定で、どれだけの商品を販売したか?どれだけの商品を仕入れたか?な
どの情報を確認できます。一覧は部門、仕入先、仕入先（仕入時選択コード）、メーカー、サブジャ
ンル別に表示することが可能です。
商品別・・・店舗と期間指定、商品コード、JANコードで、日付順に商品の稼動履歴が表示されます
ので、指定期間に商品がどれだけ販売されたかを確認したり、特定の商品を購入した顧客の情報
を得たりすることができます。
顧客別・・・指定期間で、特定のお客様の購買履歴をリポートします。
担当者別・・・指定期間で、レジ担当者別に売上、値引、粗利をリポートし、更に売上の良い担当者
をベスト形式で表示できます。
ポイント別・・・店舗と期間指定で、ポイント利用状況を閲覧することができます。
粗利別・・・粗利を、指定期間・部門・店舗・コードなどの絞込みで、商品毎に、仕入値・売値・数量・
粗利金額をリポートします。
曜日時間別・・・指定期間で、曜日別、時間帯別の販売金額、来客数、販売数を店舗別にリポートし
ます。
分類別・・・指定期間で、さらに閲覧したい分類を設定することで、指定した期間内の分類別の仕入
数、仕入金額、販売数、販売金額をリポートします。

【商品管理】
商品マスタ・・・本部で商品マスタ登録をし、翌日BCPOSへ配信。POSで取り込むことにより商品マ
スタが書き換えされます。
商品リスト・・・商品コード範囲・登録日、価格設定日などの日付、商品名などの詳細な条件で検索
し、商品情報の変更や削除ができます。
商品ベスト・・・指定した範囲内に販売された商品のベストを閲覧することができます。
商品稼動（商品別・店舗別・日別）・・・店舗・期間指定・各種絞込み項目の範囲内に販売・仕入され
た稼動を閲覧することができます。集計範囲は1日から31日まで設定可能なので、月ごとの稼動
（最長4ヶ月）、日ごとの稼動を検索することが可能です。
カテゴリー別分析・・・商品に付加されるカテゴリーを2つ指定することにより、販売された商品のクロ
ス集計を閲覧することができます。検索条件は部門、連番、枝番などの商品コード範囲で集計する
ことが可能です。
カテゴリ別商品一覧・・・ソート・絞込などでの商品検索、登録が可能。
カテゴリ商品マスタ・・・商品リストからドラッグ＆ドロップでカテゴリ登録が可能。
商品移動一覧・・・指定期間内で、店舗ごとに移動した商品を閲覧できます。
CSV取込・・・商品マスタデータをCSV形式で取り込みます。
データ配信・・・登録した商品マスタデータを1時間以内に配信します。
商品メニュー・・・タッチディスプレイ用のメニュー画面を作成、配信できます。

【在庫管理】
在庫一覧・・・店舗と期間指定で、商品ごとの在庫数を閲覧できます。
在庫比較・・・特定の商品を指定し、店舗ごとの在庫を閲覧できます。
部門集計・・・部門を指定し、店舗ごとに部門全部の在庫数、在庫金額などを閲覧できます。
棚卸取込・・・TenpoVisor上の在庫データと比較するための実在庫データを取り込みます。
棚卸比較・・・棚卸取込にて取り込みをおこなった実在庫データとTenpoVisor上の在庫を比較しま
す。
棚卸反映・・・棚卸取込にて取込をおこなった実在庫データをTenpoVisor上の在庫に上書き、もしく
は加算、減算をします。
発注・・・商品を呼び出し、発注依頼を行います。
本部でチェーン店の在庫を管理する場合には、本部発注システムがご利用できます。

【発注】
本部でチェーン店の在庫を管理する場合には、本部発注システムがご利用できます。
発注リスト・・・仮発注したデータを仕入先ごとに発注書を印刷することが可能です。
発注分仕入・・・発注済伝票ごとに仕入作業を行います。
新規仕入・・・発注していない商品も新規データとして仕入をすること可能です。
仕入リスト・・・仕入したデータを一覧で表示し、分荷処理の前であれば変更、削除をすることがで
きます。
分荷・・・分荷処理を行うと、分荷したデータは各店舗のBCPOSに自動配信され在庫を自動で仕入
処理します。
分荷修正・・・BCPOSへ仕入データが送られる前であれば、データ修正できます。
発注点登録・・・店舗ごとに商品の、発注点をリスト化し、登録を行います。

【顧客管理】
顧客マスタ・・・顧客マスタを登録できます。
顧客リスト・・・様々な検索条件から、顧客リストを作成。リストの顧客から購買履歴なども閲覧が可
能です。
顧客ポイント・・・期間指定を行い、顧客のポイント最終利用日、残高ポイントを閲覧できます。また、
非稼動リストの作成も可能です。
顧客ベスト・・・店舗と顧客指定で、顧客ベストを閲覧することができます。金額、数、粗利の3パ
ターンで集計できます。
顧客稼動・・・店舗・期間指定・各種絞込み項目の範囲内に来店数・販売数・販売金額・粗利を表示
する事が可能です。（絞込み後マスタ表示も可能）
JANKENポイント・・・JANKEN.JPとPOS連動をしている場合、期間と店舗、顧客コードを指定するこ
とで、JANKEN.JPと連動した顧客のポイントを閲覧することができます。
顧客カルテ・・・BCPOSで登録した顧客のカルテを元にカルテ情報のある顧客を、検索条件で絞り
込んで閲覧することができます。
CSV取込・・・顧客マスタデータをCSV形式で取り込みます。

【各種マスタ】
TenpoVisorの利用者ID・パスワード登録とアクセス権の設定を行います。部門・仕入先・メーカー・
カテゴリ・サブジャンル名称、クレジット会社、商品券、中部門・大部門マスタ、などのマスタ登録を
行います。 またCSVの取込・取出がおこなえます。

【基本設定】
店舗基本設定・店舗情報参照や利用者の利用権限の設定、ログイン履歴・データ件数の参照など
ができます。

ＴｅｎｐｏＶｉｓｏｒ 機能概要
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■ 周辺機器ハードオプション

ＰＯＳキーボード 定置型スキャナ

カスタマディスプレイ レシートプリンタ

キャッシュドロアバーコードスキャナ

■ 周辺機器一式■ POS本体

ハンディターミナル

(96キー)

バーコードプリンタ 外付けHDD

Type/パソコン型 Type/タッチパネルモニタ一体型

仕入・在庫棚卸・初期在庫
登録・移動出入等の複数の
業務をこなします

部門キーや使用頻度の高い
キーを自由に割付でき、運
用に合わせた設置が可能

両手をフリーにして作業可
能なバーコードリーダー

バーコードの入った値札
シールを印刷(バーコード発
行機能を標準で装備)

お店の大切なデータのバッ
クアップ用に外付け記録媒
体を推奨します

周辺機器 ＯＰＯＳ仕様準拠製品

商品や顧客カードの
バーコードをスキャン

精算と連動してOPEN
現金を管理

レシート･領収書･日報等を
印刷(80mm or 58mm)

商品名･価格やコマーシャ
ルをディスプレイに表示

Windows７/8搭載のデスクトップ型PC。

POSレジ業務以外にも、販売管理ソフトとの
連動や、メールWEB閲覧等他の業務と併用す
る際に、使い勝手が良いタイプです。

タッチパネルモニタとPC本体が一体化。

見た目はPOS筐体ですが、搭載されている
OSはWindows７/8で、通常のパソコンと
してご利用可能です。

BCPOSはパソコンPOSなので、Windowsパソコンとしての利用が可能です。
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■ BCPOSサポートパック （有料） 保守会社：富士通株式会社

保守の拠点は
全国850拠点

パソコン本体の出張修理

2時間以内の
到着を目標と
しています。

ハードウェア保守体制（オプション）

料金 ：1ヶ月/1台 2,500円（税別）

対応時間：365日 24時間 2時間以内の到着目標です。
保守内容：PC本体の以下の内容について保守します。

ソフトウェアサポート体制

対応時間：平日(月～金)10：00～18：00
(土・日、祝日、年末年始除く)

料金：無料

内容：インストールや操作
方法などに関するお問い合
せや使用上でのトラブル等
の電話対応
※弊社より出張サポートが
必要な場合、別途有料で承っており
ます。

対応時間：365日 8：00～22：00
土・日、祝祭日(年末年始含む)

料金：4,000円/月(税別)

１店舗POS2台まで
３台目以降１台あたり
1,500円/月(税別)

■ 通常サポート(無料) ■ サポートデスクワイド (有料)
通常サポートより５時間プラス＆土日祝対応

①ハードウェア故障修理 (ハードディスク・マザーボード交換を含む)
②OS(Windows)再インストール
③BCPOSアプリケーションソフトの再インストール
④BCPOSデータの復旧(外付けHDD等に保存されたバックアップデータの復旧)

※上記の保守パックは、弊社より出荷させて頂いたパソコンPOSセット(富士通製)を例にしたパックです。他のPOSセットに付きま
しても、各メーカー保守網を使った保守をご用意しておりますので、内容･価格等については別途お問合せください。
※周辺機器セットについては、別途保守パックをご用意しておりますのでお問合せください。
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「リサイクル向けBCPOS」に関するお問合せは、下記までお気軽にお問合せください。

各種お問合せ先

（受付：平日10：00～18：00）

社 名：株式会社ビジコム
創 業：1986年3月21日
資本金：7000万円

03-5229-5190

info@busicom.co.jp

東京本社
〒112-0014
東京都文京区関口1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル8F
TEL.03-5229-5190（代） FAX.03-5229-5199

福岡営業所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル6F
TEL.092-434-5580 FAX .092-434-5581

大阪支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル13F
TEL.06-6399-7441（代） FAX.06-6399-7449

岩国事業所
〒 740-0018
山口県岩国市麻里布町2-9-24 ビジコム岩国ビル
TEL.0827-35-4723(代) FAX.0827-35-4724


