
顧客管理 スマホ会員証レジ業務

本部管理 免税販売仕入

在庫管理商品管理売上管理

商品マスタ クレジット決済

ポイント管理

Windows10、8.1、8、7 対応

本部管理 スマホ決済移動 商品マスタ クレジット決済

クラウド連動型ＰＯＳアプリケーションソフト『ビーシーポス』

スマホ決済

在庫も顧客も見えるPOSシステム

軽減税率軽減税率
対応！対応！

複数税率対応

8％
10％

以上

導入実績
16,000台

セルフメディケーション
税制対応

● 軽減税率（複数税率）販売対応
● セルフメディケーション税制対応
● 免税販売機能標準搭載
● クラウド型本部管理｢TenpoVisor｣完全連動
● 会員カードをスマートに！“デジタル会員証”
● PCA･OBC･応研などの販売管理ソフトと連動
● タッチパネルPCやWindowsタブレットなど選べるハード
● 安心の無料サポート

免税販売



クラウド・スマホと連携したPOSパッケージソフトウェア
在庫・顧客管理や免税販売機能も搭載、軽減税率にも対応

1 WindowsPOSだから､お好きなハードが選べます
Windows OSで動くPOSシステムなので、一体型PC・タブレットPC・ノートPCなど、設置スペースやお店の雰囲気に
合わせて好きなハードをお選びいただけます。

導入業種

各種売店、玩具店、文具店、家電ショップ、DIYショップ、眼鏡･コンタクト販売店、書店、レコード店、楽器店、写真店、仏具店、免税専門店、ペットショップ、
農産物直売所、食料品店、茶園、カフェ、精米店、金券ショップ、マッサージ･エステ店、園芸店、ホテル売店、リサイクルショップ、遊技･スポーツ施設･･･etc

100業種・16,000台以上！多くのお店様でご利用いただいております。

導入業種一例

省スペース＆スタイリッシュ

Seav-15ac　マットブラック

Seav-15ac　ピュアホワイト

BCPOSはWindowsタブレットでも使えます！
レジカウンタのスペ―スやデザインを気にされていたお店様にオススメです。

S 15 トブラ ク

設置スペースに悩むお店様には・・・

雑貨店

タブレットタイプをご希望のお店様には・・・

カフェ

デザインを大切にするお店様には・・・

インテリア
ショップ

レジタイプをご希望のお店様には・・・

農産物
直売所

アパレル店

飲食店

インテリアショップ

お土産店

雑貨店

ドラッグストア

サイクルショップ

コスメショップ

プリンタ一体型タッチパネルPC POS筐体PC

薄型タッチパネルPC WindowsタブレットPC

モニタサイズ
12インチ

Windowsタブレットなどでも

セルフメディケーション税制対応免税販売対応

RFIDタグ対応

軽減税率対応

サイズ
チ



など

商品マスタ連携・実在庫管理のほか､業務コスト削減や売掛管理､外商業務との
連携､納品書･請求書･注文書作成が可能です。

販売管理ソフト連携

商魂･商管 販売大臣 商奉行･蔵奉行 弥生販売

全国文具組合推奨 全文くん アパレル業向けテンプレート AparevoⅡ

ネットショップ在庫連動
実店舗とネットショップの在庫を連動､在庫
調整の労力や売り逃しの機会損失を低減
できます。

･･･etc

POSデータをクラウドで一元管理
BCPOSをインターネットに接続することで、各店舗のＰＯＳデータがクラウド型本部管理システムに集計されます。
自店舗分しか見えていなかった売上・在庫・顧客などの情報が、全店で共有され、いつでも簡単に参照※できます。
数店舗から50店舗以上のチェーン店まで、一元管理システムとしてご利用いただけます。

BCPOSは、販売管理ソフトやネットショップ在庫連動など、他社のシステムと連携してご利用いただけます。
POSレジの売上や在庫情報を自動連携できるので、事務や管理業務の労力削減を可能にします。

便利なスマホアプリで
どこからでも売上を把握！

2

クラウド
本部管理システム

商品マスタ

TenpoVisorをご契約の方は、専用のスマートフォンアプリを無料でご利用いた
だけます。出張先やバックヤードなど、お店・オフィスから離れた場所でも全店の
情報を常に把握でき、迅速な店舗運営が可能です。

在庫

顧客情報

売上明細

時間別、月日別、商品別など、目的に合わせた方法で集計されたデータを随時確認できます。その場でグラフを確認できる他、
CSVデータ抽出も可能なので、さまざまな解析にご活用いただけます。

全店の売上を自動集計、グラフ化して視認性を高めます

スマートフォンアプリで、外出先から売上・在庫チェック

本部

店舗A 店舗B 店舗C

Internet

また、商品マスタに画像が登録でき、マスタ管理も視覚的におこなえます。
商品取り違えなどのミスが防げ、たいへん効率的です。

BCPOS連携ソリューション

※アクセス権限設定可能

iOS

各社システムと連携します。



ﾎﾟｲﾝﾄ
　1530

消費税改正・軽減税率はもちろん、2023年10月に予定されるインボイス方式（適格請求書等保存方式）等､
ソフトウェアのバージョンアップで柔軟に対応。時代のニーズに合わせた最新版POSレジをいつでもお使いただけます。
BCPOSのご利用は、｢アクティベーションキー｣による認証システムを採用。パソコンの老朽化・故障時には、BCPOSを
インストールした新しいパソコンに、バックアップデータを移し替えるだけでOK。

※1 商品マスタが10万件以上の場合は、POS本体のCPUがCore i3以上であることを推奨しております。
※破損データは復旧できませんので、データのバックアップは定期的におこなってください。OSのバージョンアップ対応は検証等の期間があるため、新OSリリースと同時にご提供できるもので
　はありません。OSのバージョンアップや新しいハードをご用意の際は､プリンタやカスタマディスプレイなどの周辺機器が対応しているかご確認の上ご購入ください。

在庫も顧客も見えて、集客もできるPOSシステム3
在庫･商品稼働が見える

デジタル会員証・電子レシート

画面カラー・レイアウトが選べる

スマートフォンを利用した｢デジタル会員証｣。会員登録を
お客様におこなっていただくことで業務負担を減らせます。

2段階メニュー表示ができ、品目の多いお店様におススメです。
（30ボタン＊15タブ＊2階層各40ボタン＝18,000アイテム）

販売画面の商品明細レイアウトは2種類。カラー自由自在！
農産物直売所では、メモ欄に生産者名を表示できます。
税種も確認できるので、大変便利です。

バーコードラベル出力機能有

東京都文京区関口1-20-10
TEL.03-5229-5190
http://www.busicom.co.jp

2016/06/21(火)

（内消費税8％　4,000円）

￥54,000-
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免税対象額（消耗品）
（免税額
免税対象額（一般）
（免税額

404-000001-000 BDｼｬﾂ/ｽﾄﾗｲﾌﾟ
　　　　　  1　　　 5,000　　　    5,000 免

201-000013-000 ＢＣ胃散 /整腸薬 160 錠
　　　　　  2　　　 2,000　　　　4,000 消

401-000003-000 ﾆｯﾄｾｰﾀｰ/03 L
　　　　　  1　　   14,000　　　  14,000 免

201-000013-000 セキドメ ST 12P
　　　　　  1　　　 1,500　  　　   1,500 消

5,500
 440）
19,000
1,520）

合計　　　 5点　　　　￥24,500

税込 \43,200

BuzyG.com
   定価 \55,000
WOMENS-ｱｳﾀｰ

\40,000

4 993707 002094

( 税抜 )

BuzyG.com
HALLIE PARKA
KATABAN- 012346789

\40,000

4 993707 002094

( 税込 )

BuzyG.com
HALLIE PARKA
KATABAN- 012346789

\43,200

4 993707 002094

+ 消費税 \3,200

BuzyG.com
   定価 \55,000
KATABAN- 012346789

\40,000

4 993707 002094

+ 消費税

BuzyG.com
   定価 \55,000
KATABAN- 012346789

\40,000

4 993707 002094

BuzyG.com
KATABAN- 012346789
WOMENS-ｱｳﾀｰ

\40,000

4 993707 002094

バージョンアップで最新ソフトをご提供

SHOP CARD既存会員カードと
併用可能

*  *　 販売　　*  *

211-000013-000 デザインTシャツ
　　　　　　1　　　 2,500　 　　　2,500
211-000015-000 ダブルカラーポロシャツ
　　　　　　1　　　 1,800　　　     1,800
410-000003-000 スポーツドリンク
　　　　　　2　　　    180　　　 　   360※

　　　　　　　  注）※印は軽減税率適用商品　

東京都文京区関口1-20-10
TEL.03-5229-5190
http://www.busicom.co.jp

2019/10/01(火) 12:01 店0001 　No 0002
担当者 　0001:BC販売員
会員番号 0001-00001　　　　○○○○ 様

2016/06/21(火) 12:01 店0001 　No 0002
担当者 　0001:BC販売員
会員番号 0001-00001　　　　○○○○ 様

コード　　　　 品　名
　　　　　 数　　　　単価　　　 金　額

  8％外税対象額　　　　　　　　　　360
消費税( 8%)　　　　　　　　　　　　  29
10％外税対象額　　　　　　　　　 4,300
消費税(10%)　　　　　　　　　　　   430

*  *　 販売　　*  *

東京都文京区関口1-20-10
TEL.03-5229-5190
http://www.busicom.co.jp

お預り  　　　　　　　　　　　     ￥6,000
お釣り  　　　　　　　　　　　  　  ￥881

ご来店、ありがとうご　　

合計　　　　　 4点 ￥5,119

軽減税率販売時 免税販売時 領収書発行

商品マスタの登録数無制限※1

商品点数の多いお店様にもオススメです！

■ レシート・バーコードラベル印字サンプル

※デジタル会員証・電子レシートは、TenpoVisorのご利用が必要です。

設定切替

・ボタン背景色
・フォントサイズ
・フォントカラー
を変更できます。



POSシステムに関連するサービスをご提供するビジコムでは､各種業務に役立つソリューションをご用意しております。
また、レジ周りにハード機器を後付けできるので、業務拡大や異業種展開などの際にも、幅広く対応できます。

業種に合わせて使えるPOSソリューション4

飲食店

免税店

棚卸業務

BCPOS+レシートプリンタ
のみで、前会計の飲食店も
対応可能です。

オーダー端末とキッチン
プリンタを併用し、飲食店
向けシステムとして
ご利用いただけます。

免税販売機能を標準搭載。
専用リーダでパスポート情報
を読み取り電子ジャーナルに
保存＆販売データと紐づけ。
経理処理が楽になります。

[オプション]免税書類作成システム｢あっと免税｣

ハンディターミナルを使った
棚卸業務にも対応。
HD-POSなら簡易POS
としても利用できます。

業種別ソリューション

連動オプション

リサイクルショップ

アパレル店

多彩な決済システム

すべての業務（買取・販売・
検索・登録・リスト・稼動）
が同一の画面で可能です。
バーコードラベルの発行も
できます。

RFIDの利用で商品タグを一括
読み取り。会計時間が1/10に！
1枚ずつバーコードを読み取る
必要がなく､販売効率がアップ
します。また､棚卸時に在庫の
確認が簡単におこなえます。

RFID

RFID

RFID

・バーコードラベル発行
・売上速報メール
　（生産者個別宛）
・売上管理、精算処理
・生産者別振込作成
・売上等分析機能

農産物直売所

スポーツ用品店

自動釣銭機（硬貨・紙幣）

スポーツ用品情報システム
研究会（S研）フォーマットに
対応し､スポーツ用品店､
メーカー卸問屋と連携して、
商品マスタの自動配信・納品
データの自動取込が可能です。

商品マスタ
納品データ

会計金額をPOSから受け取り
金銭授受を自動化します。

など

導入後も安心のカスタマサポートサービス

サポートプラス・サポートワイドの専用電話番号はご契約後のお知らせとなります。
弊社より出張サポートが必要な場合は､別途有料にてご対応いたします。
このほかにハードウェアの保守体制もご用意しております。
年間プランのご契約・お支払いは1年単位です。表示金額はすべて税別です。

平日10：00～18：00対応の通常サポート無料！

87 9 10 18 19 20 21 22 23 2411 12 13 14 15 16 17 時

プラス：夜4時間

ワイド：朝2時間夜4時間
通常サポート無料　平日10：00～18：00

通常サポート

BCPOSのインストール・操作方法や、使用上のトラブルなどを電話にてサポートいたします。
お店の営業時間によってお選びいただける3つのプランをご用意しています。

サポートプラス

サポートワイド

365日 10：00～22：00

平日 10：00～18：00

365日  8：00～22：00

無料！
年間プラン：月額2,800円×12 
月額プラン：月額3,800円

年間プラン：月額4,000円×12

プラン名 サポート時間 サポート料金

5

中～大型店舗では､LAN接続して1台を親機､他を子機として使用できます。(台数が多い場合はクライアントサーバ推奨)
お店の規模に合わせて複数台の接続も可能

中型店舗

LAN

LAN LAN

大型店舗

クライアント
サーバ

～ ～

WeChat Pay

スマホ決済 ICクレジットカード・Felica決済



□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
□ハンディ比較棚卸(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□コード検索
在庫一覧

□ポイント残高一覧□顧客稼働一覧(稼働･不稼働)
□売掛金未収一覧□顧客稼働ベスト(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
□カルテ用DM□年代別売上一覧

□日報集計□店舗売上□部門売上□商品稼働□商品マスタ配信
□顧客管理□ポイント管理□在庫管理□仕入□仕入分配
□グループウェア(店長日誌､掲示板､伝言板､全社スケジュール)
□FC･グループ管理□カテゴリ分析

クラウド型店舗本部管理｢TenpoVisor｣

●全般　□チケット(商品券)□入金･残金□出金(経費､現金､銀行入金)□部門売上□顧客売上□仕入業務□領収書発行□タッチボタン
(2段階表示・450×40アイテム)□顧客検索(住所､誕生日､カナ､TEL､TEL2)□商品検索(高速カナ､部門カナ､型番､サブカナ､先頭一致､
部分一致)□担当者変更□天気変更□レシート再発行□中間締め□月次締め□万券対応□セット販売□ミックスマッチ□期間指定セール
価格□販売保留□内税・外税販売□RFIDタグ読み取り□免税販売□複数税率販売□セルフメディケーション税制対応レシート発行
●小計時　□全体値引□全体割引□クレジット精算□デビット精算□ポイント精算□内金□預り金□まるめ□スタッフバーコード終了
●商品選択時　□金額変更(一時､マスタ更新､パスワード)□個数変更(バーコード加算､Page Upキー､Page Downキー､*キー)
□単品値引(-､割引％､+)□取消□返品□サービス□バーゲン商品販売□複数単価販売(バンドル)□商品メモ□固有ポイント設定
□バーコードラベル発行(総額表示対応レシート5種･タグ4種)□バーコードラベル印字スタイル選択(総額表示対応レシート5種･タグ4種)
□簡易商品マスタ登録□無在庫確認(強制販売､仕入)□2段バーコード対応□複数商品券対応□仕入保留□顧客カルテ□当たりレシート
発行□値引理由機能

レジ販売操作

◆動作環境

◆推奨周辺機器

レジ画面情報
●全般　□担当者□天気□日付□時間□伝票No.□小計□税金□合計□預り金□釣銭□カスタマディスプレイ表示
●顧客　□顧客コード□顧客名□顧客カナ読み□住所□TEL1□誕生日□年齢□登録日□会員期限□前回利用日□会員12ヶ月売上金額
□ポイント(発行､消化)□本日のポイント率表示□累計□売掛金□顧客メモ
●商品　□商品コード□商品名□商品メモ□数量□現在庫□金額(定価､税抜､税込､バーゲン×2､複数金額)□税種□商品名サブ□型番
□定価□仕入値(プロパー､バーゲン×2)□在庫金額□移動平均金額□仕入累計□販売累計□月間稼働(12ヶ月､販売･仕入･在庫)
□週間稼働(4週間)

仕入業務
□仕入先選択□仕入先検索□仕入先登録□伝票日付入力□発注番号入力□個数変更□金額変更(一時､マスタ更新)□取消□税種変更
□在庫□返品□簡易商品マスタ登録□委託品仕入□仕入保留□仕入商品バーコード発行

売上業務
□日報(部門売上･部門別粗利･客数･税､金額入力､釣銭入力)□ジャーナル点検[電子ジャーナル](時間･商品･顧客･担当者･販売者検索)

移動
□商品移動の出(移動平均､最終単価)□廃棄□商品移動の入□移動の出･入の返品

マスタ
●商品　□商品登録10万件(インストアコード､棚番､商品名､商品名サブ､型番､サブジャンル､登録日､発売日､税抜単価､消費税を含む総額､
複数単価､発注点､税種､在庫管理､ポイント管理､固有ポイント)
●顧客　□顧客登録10万件(顧客名､客カナ､性別､誕生日､郵便番号､住所､TEL1､TEL2､ランク､地区区分､客メモ､DM区分､メールアドレス､
ブラック､入会日､期限日)□移動□顧客ダミー登録□顧客カルテ
●部門　□部門登録(+･-･％条件)□中部門･小部門□部門割当キー
●その他　□担当者登録□メーカー名登録□商品メモ登録□顧客メモ登録□地区登録□店舗登録□サブジャンル登録
□クレジット会社登録□入金メモ登録□出金メモ登録□売掛種別

一覧
□商品リスト(コード順､アイウエオ順)□顧客リスト(コード順､アイウエオ順)□ジャーナル明細[電子ジャーナル](時間･商品･顧客･担当者･
販売者検索)□仕入リスト□商品券別集計一覧□セットリスト□親コードリスト□ミックス販売

基本設定
●全般　□店舗名□店舗コード□税率□まるめ□日付変更時刻□在庫評価法(移動平均､最終)□雑誌･書籍設定□誕生日チェック
□他店会員使用□メニューバー設定□レシート印字設定□トレーニングモード□バックアップドライブ指定□周辺機器設定□LAN設定
(POS局番､データ更新許可) 
●機器　□レシートプリンタ(機種･ロゴ印字･ヘッダ･フッタ)□カスタマディスプレイ(機種･表示･時間･メッセージ)□ドロア(機種)
□自動釣銭機(機種)□クレジットカードリーダ(機種) 
●ポイント　□ポイント率設定(現金､クレジット､リボ)□還元方式(値引､キャッシュバック､サービス券)□顧客ランク(5ランク)設定
□セールスポイント設定□付加最低利用金額設定□1ポイント金額設定□ポイント達成基準設定□キャッシュバック時金額設定
□個別商品ポイント設定□顧客名のレシート印字□販売･仕入レシートの印字コード種別選択(商品コード･JAN･インストア)
□各レシートタイトル任意設定□伝票番号印字設定□販売･売掛レシート枚数指定□一括返品□デジタル会員証

随時処理
□商品CSVデータ出力(部門､コード範囲､価格設定日､在庫有無)□取込(定価､仕入､定価上書有無)□顧客CSVデータ出力･取込
□LOG(トランザクション)CSVデータ出力

システム
□データバックアップ□データリストア□各種データメンテナンス

その他
□インストアコード･雑誌コード･書籍コード対応□パスワード管理(売上日報･月報､在庫変更､金額変更、移動、基本設定、商品登録、
商品リスト、商品テキスト、ログテキスト)□ハンディデータPC取込□スマホ会員証□ハンディデータ反映(売上､仕入､在庫､入庫､出庫)
≪【消費税率変更】対応機能≫
□レシート印字スタイル選択□プライスカード印字スタイル選択□端数まるめ機能□税率計算切上･切捨選択機能□総額表示価格から
税抜価格への切替ツール(表示価格切替)□金額手動変更ツール(税抜価格･総額表示価格) 
≪【顧客情報保護】対応機能≫
□顧客データテキスト切出/合併□顧客(不)稼働一覧□顧客一覧□売掛金未収一覧□顧客登録□顧客カルテ□売掛種別一覧
□商品別売上一覧□DMラベル発行□顧客稼働ベスト□得意先別売上一覧□商品履歴□カルテDM□親コード一覧 

販売管理オプション

在庫管理オプション

ＬＡＮオプション

顧客管理オプション

本部管理オプション

□購入商品情報□旅券情報□旅券種類･在留資格
□入国日･入国地□出国日･出国地□フライト便名･
船便名□購入者誓約書□購入者記録票□言語設定

免税書類作成システム｢あっと免税｣

□デジタル会員証□電子レシート□プッシュ通知

お店集客アプリ｢みせめぐプロモーション｣

ＥＣサイト連動オプション

□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(月間･週間)ベスト□商品稼働(不稼働)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□時間別･
曜日別売上(日付範囲指定､帳票､グラフ､金額､来客数)□移動
データ店舗別一覧□年代別性別集計一覧□部門別(売上在庫/
比率)一覧□部門別前年度売上比率□メーカー別売上一覧

□ピアツーピア(2台以内)□クライアント･サーバ(3台以上)
□クライアント(子機)増設(10台まで)

リサイクルオプション
□買取専用画面□月･週の買取状況表示
□買値変更(商品マスタ連動)

POS&EC在庫連動システム｢EC POS LINK｣
ショッピングモール連動
□楽天市場
□Yahoo!ショッピング
□ヤフオク！
□Amazon
□DeNAショッピング
ショッピングカート(自社サイト)連動
□ショップサーブ□MakeShop□ECCUBE□WISECART
□ZenCartPro□CAGOLAB□JOYCART　他
BtoBサイト(仕入サイト)連動
□スーパーデリバリー□DeNA BtoB market　他

販売管理ソフト連携
□PCA/商魂･商管(API連動)
□弥生/弥生販売
□応研/販売大臣(ERP連動)
□OBC/商奉行･蔵奉行
□大塚商会/アパレル業向けテンプレートAparevoⅡ
□内田洋行ITソリューションズ/全文くん
□ハートコンピューター/蔵内･五合
多彩な決済システム連携
□J-Mups(ICクレジットカード･電子マネー決済)
□WeChat Pay(スマホ決済)
□Verifone□VEGA3000（ICクレジットカード決済）

* 左記周辺機器は変更になる場合があります。
* OLE対応機器であっても動作しないものもあります。
　左記以外の周辺機器については弊社までお問合せください。
* BCPOSは株式会社ビジコムの登録商標です。
* その他記載された製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社ビジコム

http://www.busicom.co.jp/

最低 推奨
Windows 10, 8.1, 8(64bit)   Windows 7(32bit / 64bit)

Celeron2GHz以上 Core i3以上
2GB以上 4GB以上
15GB以上 30GB以上

ビジコム：BCN-1200U（USBタイプ使用）
ビジコム×シチズン・システムズ：CT-S253
ビジコム：BC-VF3100U、 BC-PD6607U、 エプソン：DM-D110、210シリーズ準拠品
ビジコム：BC-DW（モジュラータイプ）

※1　商品マスタの件数が10万件以上の場合は、Corei3以上を推奨いたします。
※ BCPOSのインストールには､インターネット回線やUSBポートが必要です｡

OS
CPU※1

メモリ
ハードディスク空き容量

バーコードリーダ
レシートプリンタ
カスタマディスプレイ
キャッシュドロア

基本システム 拡張(オプション)システム

【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
ＴＥＬ.03-5229-5190(代)　ＦＡＸ.03-5229-5199

他社連携オプション

BC-H29JL

東京 岩国大阪 福岡 周防大島


