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株式会社ビジコム

Web型POSシステム

基本機能紹介



ブラウザがあれば何処でも使用可能なクラウドサービス

クラウド型POS であるTenpoVisorPOS

クラウドサービス

株式会社ビジコムは
「ASP ＩＣ Ｊａｐａｎ」正会員

事業者の提供するアプリケーションソフトが、データセンター内のサーバーにインストールされており、
利用者はインターネット環境とパソコンだけで常に最新のアプリケーションの提供を受けることができます。

クラウド事業者

サーバ
ソフトウェア
ファイアウォール

インターネット

クラウドサービス ソフトウェア

利用環境 ブラウザ パソコン

保守 不要 ユーザー

管理 不要 ユーザー

セキュリティ IDC 自己責任

バージョンアップ 提供事業者 ユーザー

初期費用 定額 高額
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TenpoVisor POS

POSの基本機能を完備したTenpoVisorPOS

クラウド型WebPOSシステム

POS （ポス）

商品の販売時点（point of sales）で、その商品に関する情報（商品名、価格、在庫、売れた時間など）を
管理・収集してマーケティングに活用するシステムです。

POSの基本である売上管理・商品管理・在庫管理を完備、

顧客管理・ポイント管理まで行える。

ブラウザ上で動くクラウド型のWeb型POSシステム

（1日100伝票25明細まで）
リアルタイムに販売・仕入業務を処理

簡易POSとして

リアルタイムポイントシステムを低価格で

ポイント発行POSとして

リアルタイムに在庫を管理

在庫管理POSとして
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契約時に発行された専用URLからブラウザを立ち上げる

TenpoVisorメニュー画面

※TenpoVisor POSは、本部管理システムTenpoVisorの1機能です。

TenpoVisorのTOP画面より
TenpoVisorPOSメニューへ

グループウェア

売上一覧

販売メニュー選択

店舗・担当者選択
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入力はバーコードスキャン

バーコードを読込、サーバから商品マスタを呼出して反映

販売入力画面

金額調整 数量変更

変更削除画面

読込可能コード
*１２桁の商品コード
*JANコード
*型番コード
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リアルタイムにポイントを反映

販売小計画面

会員番号から名前・住所
ポイント・電話番号・住所を表示

ポイントだけの加減
ポイント使用時の金額調整

総額からの金額調整
クレジットカード払いにも対応
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リアルタイムに在庫一覧に反映

仕入入力画面

仕入先の選択

入力はバーコードスキャン

読込可能コード
*１２桁の商品コード
*JANコード
*型番コード

一覧表選択
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ハンディターミナルによるデータ取込・在庫共有管理

在庫管理

詳細な抽出条件

Webブラウザで閲覧可能

在庫読込 参照集計
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リアルタイムに日報を閲覧可能

日報画面

トップ画面から選択

簡易表示

詳細表示
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閉店後の事務作業を軽減したい

■ 一日の販売品目・取り扱い商品が比較的少ない・高額な店舗

■ テナント指定レジを使用するが、データを共有したい店舗

【推奨状況】

本部と他店舗間でリアルタイムに情報の共有
が可能！売れ筋商品・在庫などの情報などが
一目瞭然！

本部から各店舗の売上・販売・在庫・顧客情報
がリアルタイムに確認可能！

リアルタイムでのデータ更新の為FAXやメール
による報告業務の必要がなく事務業務の軽減・
効率化へ

Web型POSシステム導入をお考えの場合

テナント店でお困りではありませんか？

リアルな売上を知りたい

本部・他店の状況を知りたい

TenpoVisor POSで解決！

日常集計からの解放

リアルタイムの打ち上げ一覧

本部・全店舗での情報共有
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ポイント管理が面倒

ポイントシステムでお困りではありませんか？

ポイントシステム導入で

顧客の囲い込み

リピート率UP！

ポイントシステム導入をお考えの場合

■低価格のポイントシステムを導入したい店舗

■全店舗でのポイント共有をお考えの店舗

【推奨状況】

パソコンとインターネット環境があればポイント
システムが構築可能！

TenpoVisor POSで解決！

本部・全店舗で顧客情報の共有

システム構築費が高額

全店でポイントを共有したい

ポイント情報をリアルタイムで更新、各店舗ごと
のポイントが全店舗で共有可能！

低コストでシステム構築が可能
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無駄な発注・過剰在庫の軽減

在庫管理システム導入をお考えの場合

過剰在庫をなくしたい

在庫管理でお困りではありませんか？

■在庫管理を正確かつ迅速に行いたい店舗

■無駄のない在庫管理で効率的な販売活動をしたい店舗

【推奨状況】

他店舗の情報が一元管理できる為無駄な発注
依頼・過剰な在庫を抱える必要なし！

TenpoVisor POSで解決！

全店舗の在庫の閲覧可能

発注の無駄をなくしたい

在庫管理を共有したい

全店舗の在庫が閲覧可能な為、店舗間による
在庫の有効活用が可能！

無駄のない戦略販売が可能

12



ポ イ ン ト シ ス テ ム P O S と し て

テ ナ ン ト 店 の サ ブ P O S と し て

アパレル・バッグ販売・ブランド鞄販売・インテリア用品販売
寝具類の販売・時計販売他

本店の他、デパートやショッピングモールに出店の企業様

TenpoVisorPOS向け業種例

飲食店・エステ・マッサージ・リラクゼーション施設・美容院
・ペットケアショップ・クリーニング・宿泊施設・商店街他

リピート率の高いサービス業様

在庫管理POSとして多業種のお客様に
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簡単で有能な
POSが欲しい！

システムを低コストに
導入したい！

難しいシステムは
必要ない！

IDC（データセンター）■売上管理

■販売管理

■在庫管理

■日報・月報

基本システム

ノートパソコン

インターネット環境

必要な準備

本部

■ 情報の共有

顧客情報・ポイント共有・在庫状況

売上報告・店舗終了後の閉め業務など

FAXFAX

リアルタイム更新

Web型POSシステム

導入プラン

リアルな売上が分からない
情報の共有ができない

A店 C店B店

導入

A店 C店B店本部
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ポイント使用

ポイントシステム

ポイント発行

ポイント利用履歴

ポイント累計

顧客情報も
管理したい！

システムを低コストで
導入したい！

全国共通の
ポイントシステムが欲しい！

ポイント発行システム

導入プラン

IDC（データセンター）

全店舗共通のポイントシステムで一元管理

ポイント情報がリアルタイムに更新
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カードリーダー購入費

ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ 20万円 × 30店 ＝ 600万円
カード 100円×2,000名× 30店＝600万円

1,200万円

従来のリライトカードシステム Tenpo Visor POSシステム

30店舗での
導入プラン

■カードリーダー 1台 約 20万円として
■リライトカード 1枚 約 100円として
■顧客会員 １店舗 約2,000名様として

初期導入費用 900万円

１店舗 5,000円×30店舗＝ 15万円/１カ月
１カ月 15万円× 12ヶ月＝180万円
180万円 . × 5年間＝900万円

＋α 顧客管理システム

ランニングコスト＞5年間として

REWRITE CARD

■カードリーダ が高価
■リライトカードが高価
■カード上にポイントを持ち 把握が不明
■顧客情報・ポイントの本部把握が不可

■構成機器 店舗のパソコン
■顧客会員 制限なし

■カード発行だけの専用機機器不要
■高価なカード不要
■パソコンデータでポイントの把握が可能
■顧客情報・ポイントの本部把握が可能

総合導入費用

ポイント発行システム/導入費比較

導入プラン

顧客情報詳細・買い物履歴・ポイント数一覧
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本部と各店舗 情報の一元管理

販売・仕入と同時に在庫がリアルタイムで反映

過剰在庫が無くなる

他店舗での在庫商品の取り寄せ

各店舗から、他店舗の在庫数の把握

無駄な発注が無くなる

リアルタイム在庫管理システム

導入プラン

リアルタイムな在庫数
を知りたい

システムを低コストで
導入したい！

在庫を全店舗で共有
して一覧したい

IDC（データセンター）

情報の共有

本部

A店 C店B店

17



IDC（データセンター） ・売上日報 ・在庫状況

・商品稼動状況 ・顧客情報

・商品マスタ ・ポイント etc

各種チェーン店様 4,400店舗導入実績

PCにインストールするだけで利用できる
高性能POSアプリケーションソフト。
小型店では単体利用、大型店ではLAN
接続による複数台利用が可能です。

【パソコン型POSシステム】

全国12,000店舗
100職種以上の導入実績

【Web型POSシステム】【クラウド型店舗本部管理システム】

ブラウザから全店舗の
POS情報を集積・閲覧
できる本部管理システム

・保守・管理

・トラブル対応

・ファイアウォール

ラインナップシステム導入イメージ

BUSICOM POSシリーズ

管理本部で全店舗の情報を一元管理

インターネット環境

単体で簡易POSとして活用。
テナント専用POSと併用して
データ集計用として活用。
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各種インターネットブラウザ対応(一部制限あり)
パソコンまたはタブレット(USB端子付､OS:Windows)
インターネット回線､プロバイダ加入､ルーター
データ読取にバーコードスキャナ､ハンディターミナル

※別途、初期導入費として１５,０００円（税別）が必要です。

※ルーター購入費用、プロバイダ費用、回線使用料は含まれておりません。

１店舗にかかる費用は月々の利用料 5,000円（税別）～のみ。サーバー等の設備導入費、システム構築費、

メンテナンス費、 それに係る人件費などの膨大な経費は必要ありません。

データ使用料金・保守・管理

【責任の制限】
本件サービスは、複数の本契約者あるいは、基本サービス契約使用者が1台のサーバ環境を利用する共有サービスを前提とした契約です。
そのため、株式会社ビジコムは本件サービスの提供により生じる結果、下記に記載する項目を含むすべての保障・責任・損害賠償等、一切負うものではありません。

1. .本契約者側の機器、ソフト、回線、設定の不調・故障による誤動作、不都合、非接続
2. 本契約者側によるシステムの過負荷､誤動作､不都合､データ破損､遺失等（これらに限定せず）
3. 第三者による不正侵入によるシステムの停止、データ破損、遺失等（これらに限定せず）
4. 本件サービスに必要な設備・ソフトウェアの不都合・故障、反応速度、データ転送速度等においての一定の性能保障
5. 本件サービスによってもたらされた商取引上の紛争による賠償請求（データの紛失等を含むがこれに限らず）
6. 天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他乙の責に帰すことのできない事由による システムの停止、

データ破損、遺失等（これらに限定せず）
7. 本サービスの運用はサーバメンテナンス等の事由により365日24時間保障するものではない

ノートPC・バーコードスキャナ・ハンディターミナル

TenpoVisor POS利用に必要な機器

料金・基本構成

月額使用料￥5,000（税別）/１店舗
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「TenpoVisor POS」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


