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■ スマホで体感！ POS レジ・クラウドとつながるスマホアプリ

100以上の
さまざまな業種で
使われております。

お客様のスマホが会員証に。お客様のスマホに電子レシートが届く！プッシュ通知で情報発信！

中国で13億アカウントが使われているSNSアプリWeChat（中国版LINE）の決済サービス『WeChat Pay』とビジコムのPOSレジが連動！

■ 選べるPOSレジ「Seav（シーブ） シリーズ」
ビジコムが提供するPOSレジ「Seav シリーズ」
省スペースでスタイリッシュ、お店のイメージ・用途に合わせて選べるPOSレジです。

■ 導入実績
◆ POSシステム 16,000台　　◆ クラウドシステム 5,600店舗　　◆ 免税システム 1,500台

Seav-10c Seav-12c Seav-15ac Seav-15fc

■ ビジコムのPOSレジが、WeChat Payと決済連動！

デジタル会員証 電子レシート プッシュ通知

あなたのお店
でも使える！

アパレル店

お土産店

インテリアショップ

飲食店

雑貨店

ドラッグストア

スポーツサイクル店

コスメショップ
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、遊戯・スポーツ施設
… etc

導入業種一例

スマホ時代のPOSレジ

実店舗の小売業は将来どうなるか？

WeChat Pay

スマホが急速に普及する日本のマーケット。消費者にも身近になってきたオムニチャネルの戦略を

ビジコムは高付加価値なPOSレジとソフトウェアで「つながる」ソリューションをお届けします。

オフライン

POSレジ デジタル会員証 モバイル決済 ICカード決済 FinTech クラウド

・POSレジ「Seav シリーズ」＜無料POSアプリ搭載＞
・業種業態別POSソリューション
・税制対策「セルフメディケーション」、「軽減税率」

■ POSソリューション
・「顔認証」
・「手のひら決済」

■ 多様化する認証手段
・POSデータ分析
・マーケティング

■ クラウド

・クレジットカードIC対応
・Felica交通系電子マネー決済
・QRコード / バーコードスマホ決済 ［ WeChat Pay ］

■ マルチ決済対応
・「デジタル会員証」 ・「電子レシート」 ・「プッシュ通知」

■ スマホ活用

ビジコムはお店のオムニチャネル化を提案します。

クラウドで
データ集計

在庫が見える
POSレジ

顧客が見える
POSレジ

さまざまな
決済運動

販売管理
システム連動

免税販売
免税書類作成

ECサイト
在庫連動

ICクレジット
カード



集客プロモーション
お店の情報を無料アプリでアピール！

POSソリューション クラウドソリューション
軽減税率、セルフメディケーション税制、マルチに対応するPOSレジ チェーン店などの多店舗、遠隔店舗の情報収集に最適（スマホアプリから閲覧可能）

A店

POSデータを
60分ごとにCSV送信

集計データは
ブラウザ・アプリで閲覧

クラウド型店舗本部管理システム

免税書類作成システム

B店 C店 D店 E店

本部

■ デジタル会員証でポイント発行OK！

■ 電子レシートで購入履歴確認！

■ プッシュ通知でキャンペーンを告知！

■ お店の紹介ページ掲載でお客様にアピール！

在庫が見える、顧客が見える、様々な業種に対応したPOSレジ

■ さまざまな業種で使えるパッケージPOSソフト

■ お店の雰囲気に合わせて選べるPOSハード

■ 販売管理ソフトなど、システム連携&拡張性

■ 安心の無料サポート体制

軽減税率対象商品（飲食料品等）を取り扱う店舗では、複数税率に対応したPOSレジへの入れ替えが必要となります。中小企業の方々が軽減税率対応POSへ入れ替えをする際に、その経費を一部負担する制度が「軽減税率対策補助金」です。
補助金の申請に関する詳細は、軽減税率対策補助金事務局ホームページをご覧ください。

ハンディ POSシステム

PC・モバイル端末から売上、在庫、日報、顧客情報をチェック！

集客・囲い込み・商品・顧客分析などの機能搭載

■ クラウドシステムなのでセキュリティも安心

■ 複数店舗、遠隔店舗の情報をいつでも閲覧可能

■ サーバー保守・管理、データ集計料込み

アプリログイン画面 アプリTOP 曜日・時間帯別グラフ 商品詳細情報

各店のPOSから吸い上げた情報をサーバーで集計して、売上管理、商品の売行き情報、マスタ管理、在庫数管理、
顧客購買履歴、ポイント発行数などをリアルタイムに確認・管理ができるだけでなく、全店舗へ即座にデータを
レポートする、クラウド型店舗本部管理システム（ASP/SaaS）です。

プロモーション

各種モバイル端末での閲覧可能

シリーズ
マルチPOS機能をお求めの方に 無料POSアプリ「BCPOS Litefree」搭載

クラウド連動型POSシステム

Windows 7 /8 /8.1 /10 対応 選べる4タイプ

免税書類をわずか20秒でかんたん印字！
今お持ちのレジと併用できます。

ビジコムソリューション

その他多数

会計ソフト連動

商管 商魂

弥生販売

商奉行 蔵奉行

販売大臣

AparevoⅡ アパレル業向けテンプレート

エイチディポス

ハンディターミナルに売上機能が付いたポータブルPOS

テンポバイザーポス

WEBブラウザーで使用可能なPOSシステム

WEB POSシステム

ECサイト連携

FinTech

・顔認証決済

・ICクレジット決済　　・Felica決済

・QRコード・バーコード決済

マルチ決済システム

対応サイト・モール

など

在庫連動システム

インバウンド

WeChat Pay
中国人観光客向けモバイル決済

ビジコムのPOSレジでお会計し、
お客様のスマホ（WeChat Pay）で決済

です。
各店の
顧客購
レポー

ビーシーポス

■ デジタル会員証 ■ 電子レシート ■ プッシュ通知 ■ 店舗紹介掲載

ICカード
対応！

便利なスマホアプリでどこでも売上把握！

BCPOSの基本機能

商品管理レジ業務 在庫管理 顧客管理 免税販売

TAX
FREE

ポイント管理

P

EC在庫
連動

本部管理
システム

集客プロ
モーション

販売管理
ソフト

ICカード
決済連動

Card

免税書類
作成

TAX
FREE

BCPOSの拡張機能

中国で多く使われている
WeChat（中国版LINE）を
使ったモバイル決済です。
あっと免税とも完全連動！

POSレジ＆ECサイト在庫連動システム

実店舗も､複数のECサイトも､在庫を連動して一括管理！
在庫チェックのための業務時間も削減できます。



Windowsだから安定した動作で
多様な業種のアプリケーションがご利用できます。
例えば図書館や博物館、展示会場などにも！

省スペースでスタイリッシュな
タッチパネルPC

ビジコムの選べるハードシリーズ

1986年   3 月

1990年   9 月

1998年   3 月

2003年   2 月

2009年   6 月

2009年 12 月

2011 年 10 月

2012 年   3 月

2013 年   7 月

2014年 10 月

2016 年   4 月

2016 年   7 月

2016 年 11 月

2017年   3 月

拠　点

本　社

社　名 株式会社ビジコム

創業

関西営業所（現大阪支店）開設

パソコンPOSシステム「BCPOS」販売開始

クラウド型チェーン店管理システム「TenpoVisor」販売開始

集客プロモーションアプリ「みせめぐ」提供開始

POSレジ& EC在庫連動システム「EC POS LINK」販売開始

店舗検索無料アプリ「みせめぐ」提供開始

福岡営業所開設

岩国事業所開設、岩国カスタマーセンター開設

免税書類作成システム「あっと免税」販売開始

周防大島サテライトオフィス開設

新バージョン「BCPOS ver7」クラウド活用で FinTech・オムニチャネルを強化して販売開始

無料POSアプリ搭載 POSレジ Seav（シーブ）シリーズ販売開始

Windows POS初連動 WeChat Pay販売開始

沿 革

事業内容

パスポート
リーダー

1900PP
1902PP

キャッシュドロア

手動開閉タイプ
モジュラータイプ

レジロール

58ｍｍ/80ｍｍ
・ノーマル
・中保存
・高保存

カスタマ
ディスプレイ

VFD表示
USB接続モデル

レシート
プリンター

サーマル（感熱）式

POS
カウンター

ラベルロール

熱転写式4色
サーマル（感熱）式5色

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 TEL ：03-5229-5190（代）　FAX ：03-5229-5199

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 TEL ：06-6399-7441（代）　FAX ：06-6399-7449

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 TEL ：092-434-5580　　　 FAX ：092-434-5581

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

周防大島
サテライトオフィス 〒742-2516   山口県大島郡周防大島町和田1403-1（旧和田小学校） TEL ：0827-28-5855　　　   FAX ：0827-28-5854

資本金

役　員 代表取締役　中馬 浩

7000万円

・Windows8.1
・省スペース
・レシートプリンタ内蔵
・10インチタッチモニタ

Seav-15a

シンプルで美しいデザイン

・Windows8.1
・省スペース
・レシートプリンタ内蔵
・12インチタッチモニタ

Seav-10

コンパクト＆省スペース設置

・Windows10
・高性能タッチパネルPC
・15インチタッチモニタ
　（静電容量式）

Seav-12

見やすい12inchディスプレイ

・Windows10
・高性能タッチパネルPC
・15インチタッチモニタ
　（抵抗膜様式）

Seav-15f

ハイスペックタイプ

■ 流通関連POSシステムの開発・販売
　 低コスト・高性能POSレジ「Seav（シーブ）」、小売・専門店向けPOSレジアプリ「BCPOS」、免税書類作成システム「あっと免税」

■ 流通向けクラウドシステム開発・提供
　 クラウド型店舗本部管理システム「TenpoVisor」

■ 流通向けスマホアプリ開発・提供
　 お客様とお店をつなぐ「みせめぐプロモーション」、お気に入りライフログアプリ「みせめぐ」

■ 流通関連機器販売
　 POS用周辺機器/消耗品卸・販売、通販サイト「パソコンPOSセンター」( http://www.poscenter.jp/ )

■ 保守・サポート業務
　 自社カスタマーセンター

カスタマ
ディスプレイ

カラー液晶
漢字表示

ショールーム

東京本社 大阪支店 福岡営業所 岩国事業所

スタッフによるデモを
実施しております。
（要事前予約）

周辺機器・消耗品ラインナップ

バーコードリーダー（USBタイプ）

低価格・人気のベストセラー

BC-BR900L-W

ハイスペック＆スマホ液晶読取

BC-1200U-W

バイブレーション機能搭載

BC-CP700VU

CCD CCD CCD

低価格ながらGS1Databar対応

BC-CP600U

2次元コード・OCR読取対応

BC-OP2200U

CMOSCCD

会社概要

メーカーと提携した
POSレジ専用保守体制を完備

【平日】10:00～18:00

通常サポート（無料）

※ BCPOS Litefreeは対象外 

【365日】10:00～22:00

サポートプラス（有料）

※ 月額プラン ： 月額 3,800円
　 年間プラン ： 月額2,800円

充実のソフトウェアサポート

自社カスタマーセンターによる充実サポートで安心をご提供

365日 9時－20時55分

※ ハードウェアにより価格は異なります。

POSハードウェア保守


