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導入までの手引き －Windows 編－
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リアレジ 導入の手引き（従量課金について）

リアレジの導入までの準備を説明します。
ここでは、従量課金（運用ポイント）について説明します。

お手持ちのパソコンからログインして始められます
【リアレジ ログイン画面】

https://rearegi.jp/sso/

① リアレジは、ダウンロード時、運用ポイントとして 1000ポイント無償 で付加されます。

② 運用ポイントは、１明細（１商品）販売するごとに１ポイント消化されます。

③ 無くなったら、クレジットカードにて3000ポイント（3000円）ずつ購入できます。

④ 運用ポイントの消費期限は１年です。運用ポイントは多店舗で共有できます。

⑤ その他、従来型のサブスクタイプ月額￥3800/店の運用方法もあります。要相談。

https://rearegi.jp/sso/
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リアレジ 使用開始の流れ

リアレジ は、様々な機能を持つレジです。
まずは、トレーニングモードで「リアレジ」のレジ体験をしてください。
この「導入の手引き」は、簡単なリアレジの操作を学べるチュートリアルになっております。
運用いただく上で便利な「⑧各種オプションのご紹介」は、 13ページにございます。

①ログインして
レジ画面を表示

4ページ

②トレーニングモード
（練習）で商品を販売

5ページ

③金額・ボタンの変更
6ページ

④商品メニューに
商品登録する

7ページ

⑥商品メニューに
画像を入れる

9ページ

⑦運用ポイント
をチャージ

11ページ

⑤サンプル商品を
削除する

8ページ

まずはトレーニングモードでソフトの動きを確認して下さい
トレーニングモードでのレジ入力は運用ポイントを消費しません

運用を開始される場合は、「⑧トレーニングモードを解除する（各種設定）」（12ページ）を参照願います。

※ 詳細な説明に関しては、メインメニューにある「マニュアル」を御覧ください。
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①ログインしてレジ画面を表示

１ リアレジ にログインをする

【リアレジ ログイン画面】

https://rearegi.jp/sso/

１-上記のログイン画面を開き、
ユーザー登録したメールアドレス
とパスワードを入力して
【ログイン】ボタンを押します。

タブメニュー

商品メニュー

レジ明細と合計

【ﾃｰｸｱｳﾄ】【ｲｰﾄｲﾝ】ボタン

（軽減税率適用ボタン）

３販売画面（レジ入力画面）の表示

販売画面が表示されます。
左側は、商品メニューボタン
右側は、入力したレジ明細と合計が表示されます。

※軽減税率の対象商品は、【ﾃｰｸｱｳﾄ】【ｲｰﾄｲﾝ】ボタンで税率の自動計算を行います。

※JAN入力ﾌｨｰﾙﾄﾞに入力することで、バーコードリーダーを使った商品呼出も可能です。

２ リアレジ の販売画面を開く

ログインをしたら、
メインメニューが表示されます。

この画面から各種設定や集計表の
画面に移行できます。

１-まず、【販売画面】のボタン
を押し、レジ入力を行う販売画面
を開きましょう。

JAN入力ﾌｨｰﾙﾄﾞ

https://rearegi.jp/sso/
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②トレーニングモード（練習）で商品を販売（設定編）

１ トレーニングモードを設定する

トレーニングモードを設定し、運用ポイント
が消費されないようにします。

＜設定方法＞
１-メインメニューから【レジ基本設定】を
選択します。

２- 【運用設定】タブが開きます。
【トレーニングモードで起動する】に
チェックを入れます。

３-【設定保存】ボタンを押します。
設定が保存されたら【閉じる】を押して
メインメニューへ戻ります。

４- メインメニューから【販売画面】を起動
させるとトレーニングモードになります。

トレーニングモード（練習）では、
売上計上、ポイント消化はされません。



２- 商品メニューを押すと、右側
のレジ明細に表示され、金額と
数量の合計が表示されます。

※レジ明細の【単価】や【数量】をタッチ
すると数値の変更が可能です。

３-入力が完了したら
【決定】ボタンを押します。
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②トレーニングモード（練習）で商品を販売

１ サンプル商品をタッチ

初期状態では、円滑なレジ体験を
していただく為、トレーニングモ
ードでサンプル商品がメニュー登
録されております。

トレーニングモード（練習）では、
売上計上、ポイント消化はされません。

１-左側の商品メニューボタンを
押します。

４-【預り金】を入力し
【おわり（会計）】を押します。

５-レジの会計が完了します。

※ここで「レシートプリンター」や
「キャッシュドロア」があれば、
レシートが発行とドロアが開放されます。

「自動釣銭機」があれば、預り金入力と、
釣銭出金が自動的に行われます。
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③金額・ボタンの変更

３-変更したい商品ボタンを選択します。

４-【販売価格】の金額を変更します。

５-【ﾎﾞﾀﾝｻｲｽﾞ（行-列）】からボタンサイズ
を選択します。
※【2-2】であれば、横ボタン2個分、縦ボタン2個分の
大きなボタンを作成できます。

１ 商品ボタンの金額や大きさを変更する

ここでは商品ボタンの大きさの変更や金額の
変更を案内します。

１-レジ画面の左上の【 ≡ 】を押します。
レジ明細の表示される部分が設定メニューに
画面が変わります。

２-【ボタン設定】タブを押します。

６-【更新】ボタンを押します。
指定した商品ボタンの大きさが変更され、
売価も変更されます。



４-【更新】ボタンを押します。

５-確認画面が表示されます。
【はい】を押します。

６-商品ボタンが商品メニュー
に登録されます。
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④商品メニューに商品登録する

１ 商品ボタンを登録する

１-【≡】を押し【ボタン設定】タブから商品
ボタンを設定します。

２- 設定をしたい箇所のボタンを押すと、
商品ボタンの登録欄が表示されます。

※チェックが入っていることを確認

３-商品ボタンの項目入力をします。

【商品新規登録】のチェックボックスが入っ
ていることを確認してください。
※チェックが入っていると商品マスタ登録と商品メニュ
ー登録が同時に行われます。

【商品名】【販売売価】【仕入値】
【消費税】【消費税税別】など入力します。



４-【更新】ボタンを押すことで、
空白（初期値）が更新されボタンの情報が
削除されます。
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⑤サンプル商品を削除する

１ 商品メニューを削除する

商品ボタンの削除方法を案内します。

１-【≡】を押し【ボタン設定】タブから商品
ボタンを設定します。

２-削除する商品ボタンを選択します。
商品情報が右側の設定画面に表示されたこと
を確認してください。

３-【クリア】ボタンを押します。
全部の項目が空白（初期値）になったことを
確認します。



スマホからリアレジへログインした場合
スマホで撮影した画像をアップロード可能です。
※ リアレジ はスマホから商品メニューの編集が可能です。
スマホの場合、画像選択の他に、【カメラ】ボタンが表示されます。
スマホのカメラで商品を撮影して画像のアップロードも可能です。
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⑥商品メニューに画像を入れる

１ 画像をリアレジへ取り込む

商品ボタンは画像を登録することが可能
です。画像は事前に リアレジ へ取り込む
必要があります。

１-【≡】を押し【ボタン設定】タブから商品
ボタンを設定します。
画像を登録したい商品ボタンを選択します。

２-商品情報が表示されたら【画像】ボタンを
押します。

３-「画像設定」の画面が表示されます。
すでに リアレジ へ取り込みされている画像
が表示されます。
画像を追加する場合は、【追加】を押します。

４-Windowsの場合は、パソコン内の画像フ
ァイルを指定して【開く】ボタン押して
画像をアップロードします。

QRコードから
スマホでログイン
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⑥商品メニューに画像を入れる

６-画像のアップロードが完了すると、画像の
選択が可能になります。
画像を選んで【選択】ボタンを押します。

７-商品メニューの設定画面にプレビューが
表示されます。
【更新】ボタンを押します。

※事前に商品登録されている商品ボタンは、
【商品新規登録】のチェックボックスを外したまま
【更新】ボタンを押します。
チェックボックスが入っていると同じ商品が多重に
登録されます。

８-商品ボタンに画像が表示されます。

※チェックが外れていることを確認
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⑦運用ポイントをチャージ

１ 運用ポイントをチャージ

リアレジ は１明細に１ポイントを消費する
従量課金制のシステムです。
ポイントが減ってきたら、チャージを行って
ください。

１-メインメニューから
【運用ポイント＆チャージ】ボタンを
押します。

2-ポイントの使用量や残りポイントを
確認します。

残りポイントなどポイント情報を確認した上
で運用ポイントをチャージしたい場合は、
【3,000円チャージします+3000ポイント】
ボタンを押します。

３-クレジット登録と決済をします。

クレジット決済の画面が表示されますので、
カード番号・有効期限・カード名義などを記
入します。

４-入力が完了したら、【決済】ボタンを押し
ます。
決済完了後、ポイントはチャージされます。
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⑧トレーニングモードを解除する（各種設定）

レジ画面のボタン数を増やす場合

【運用設定】タブの
【商品メニューボタン行数】を変更し、
【設定保存】ボタンを押し設定変えます。

※お使いのパソコンの画面比率になどに合わせて、
【商品メニューボタン行数】を変更してください。

１ トレーニングモードを解除

運用開始する場合、トレーニングモードを解
除します。

＜設定方法＞
１-メインメニューから【レジ基本設定】を
選択します。

２- 【運用設定】タブが開きます。
【トレーニングモードで起動する】に
チェックが入っています。
チェックを外します。

３-【設定保存】ボタンを押します。
設定が反映します。再度メインメニューから、
【販売画面】を起動させると
トレーニングモードは解除されています。
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⑨日報を見る

１ 日報をみる

売上を入力したら、売上集計で現状の売上を
確認できます。

１-メインメニューから【売上集計】を選択
します。

２- 現在の売上情報が表示されます。
レシートプリンターが接続されていたら
【日報ﾚｼｰﾄ印刷】ボタンから日報レシートが
印刷可能です。

３-【釣銭・金種】ボタンを押し、釣銭準備金
とレジ締め後の金種入力で、レジの過不足を
確認していただくことも可能です。

４-【日別売上】ボタンを押すことで各種、
店舗の日別集計を表示できます。

５-また、画面左上の【 ≡ 】ボタンから更に
詳細な、帳票をご確認いただけます。
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⑩店舗を追加する（店舗マスタ登録）

１ 店舗を登録する

リアレジ は多店舗のレジ管理が可能です。

１-メインメニューから【マスタ登録】を選択
します。

2-【店舗一覧】を選択します。

３- 店舗一覧が表示されます。
【新規】ボタンを押し店舗登録を行います。

４-店舗マスタの入力欄が表示されます。
各項目を入力し【登録】ボタンを押します。

５- 店舗が登録されます。
多店舗でのレジ打ちが可能になります。
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⑩店舗を追加する（店舗ログイン用アカウント登録）

１ 店舗ログイン用アカウントを登録する

複数店舗で活用する場合、店舗のアカウント
を登録していきます。

１-メインメニューから【マスタ登録】を選択
し、【アカウント】を選択します。

３- アカウントの一覧が表示されます。
【新規】ボタンから店舗用のアカウント登録
をします。

４-アカウント入力欄へ各項目を入力します。
【店舗】項目は、そのアカウントがログイン
した際に入力したい店舗を選択します。
【登録】ボタンを押します。

５- アカウントが登録されました。
アカウントIDとパスワードを使いログインを
すると、指定した店舗のレジ画面が表示され
ます。

６-新しい登録店舗は、商品メニューは登録が
されておりません。

※レジ画面【 ≡ 】ボタンから【メンテ】タブのを開き。
【ボタン設定コピー】ボタンを押して下さい。
他店舗の商品メニューをコピーすることができます。



製品名 税込価格

SquareTerminal ハードウェア費用 46,980円

Square Terminal専用ハブ 4,480円

⑪各種オプションのご紹介（クレジット決済）

決済手数料は最安水準の3.25%、月額固定費無料
Squareの決済手数料は業界最安水準の3.25%*。申込費用、アカウント作成費、
月々の固定費、解約費用などは発生しません。ご負担いただくのは、カード決済
が発生した分の決済手数料のみです。
*Squareの決済端末を使った対面決済の場合、決済手数料はVisa、Mastercard、American Express、Diners Club、
Discoverが3.25%、JCBが3.95%です。

決済代金は最短翌営業日振込、振込手数料は無料です
決済代金は、最短翌営業日にご登録口座へ振込まれます。
※三井住友銀行、みずほ銀行の場合。その他の銀行は毎週金曜日振込

Squareのご利用にあたって銀行を切り替える必要はありません。振込手数料は
無料、振込状況はメールやアプリでいつでも確認できるので、あなたはビジネス
に集中できます。

導入もかんたん、すぐに始められます
Squareなら、アカウントの登録は数分で完了、数日のうちに決済の受付を開始
できます。数週間も待つ必要はありません。導入に伴う隠れた費用や複雑な契約
手続きはありません。

主要６ブランドのクレジット決済に対応
Visa、Mastercard、American Express、JCB、
Diners Club、Discoverと、主要な6カード
ブランドのクレジットカード、デビットカードに
対応しています。

クレジット決済契約お申込みについて

右記QRコードよりお申込みいただくと、Square㈱のWebサービスと
メールを通して連絡が入り各種案内と回答を行います。
SquareTerminal（ハード機器）はSquareサイトで購入いただきます。

リアレジは、SquareTerminal端末を利用してクレジット決済連動が可能です。

決済事業者：Square
お申込みQRコード

※QRコードはクリックしてもHPを開きます。

https://squareup.com/signup?country_code=jp&signup_token=BFFACC2EB4


種 別 備 考

国内
PAY

d払い キャリア決済 NTT Docomo

PayPay キャリア決済 Softbank

merPay メルカリ

LINE PAY LINE Pay及び韓国のNeverPay利用可能

auPay キャリア決済 au

楽天Pay 楽天加盟店契約は楽天と直接

銀行Pay 銀行口座の引き落とし決済

⑪各種オプションのご紹介（QR決済）

決済事業者：ユニヴァペイキャスト
お申込みQRコード

※QRコードはクリックしてもHPを開きます。

QR決済契約お申込みについて

右記QRコードよりお申込みいただくと、㈱ユニヴァ・ペイキャスト
より連絡が入り各種案内と回答を行います。
※QR決済に関する契約は、ユニヴァ・ペイキャストにて締結していただきます。

※QR決済のご契約は、お申込みから数週間の時間がかかります。ご契約ブランド数に
より異なります。

種 別 備 考

海外
PAY

WeChatPay 訪日中国人向けPay

ALIPAY 訪日中国人向けPay

JKO Pay 訪日台湾人向けPay

ALIPAY香港 訪日香港人向けPay

KaKaoPay 訪日韓国人向けPay

Touch`n GO 訪日マレーシア人向けPay

EZ-Link 訪日シンガポール人向けPay

VIA 訪日シンガポール人、タイ人向けPay

LiiV 韓国銀行Pay

リアレジは、決済事業者 ユニヴァ・ペイキャストにてQR決済連動が可能です。

https://info.univapay.com/l/286832/2019-03-27/kn48m
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⑪各種オプションのご紹介（ハードウェア）

販売サイト：POSセンター（ビジコム）
ハードウェア購入QRコード

※QRコードはクリックしてもHPを開きます。

リアレジで使用できるハードウェアは、POSセンターで注文できます。

ハードウェア購入について

右記QRコードから弊社通販サイトをご覧いただけます。
リアレジ に使用するハードウェアを多数そろえております。
Windows用だけでなく、iOSなど各種OSで使えるハードウェアも
ご用意しております。

キッチンモニター
＆プリンター

Seav10

QR決済用
バーコードリーダー

BC-NL3000UⅡ
キャッシュドロア

BC-DW330

レシートプリンター

CT-S253ETJ

券売機

BigTouch
[Seav27]

10インチWindows
タブレットPCレジセット

Seav10Fセット

15インチWindowsタッチPC
自動つり銭機レジセット

Seav15aⅡ
/RT-300

https://www.poscenter.jp/riaregi/

