
ビジコムが選ばれる理由 2023
クラウド＆POS＆スマホで

ビジコムならすべてつながる



ビジコムなら
お店の課題に合わせて提案・解決します

に ビジコムが応えます！

様々なお悩み
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POSレジ キャッシュレス セルフレジ

ハンディターミナル バーコードリーダー店舗クラウド

お店アプリ

API連携 タッチパネルPC

インバウンドインボイス



https://www.busicom.co.jp/

スタンダードなPOSレジからセミセルフレジ、セルフ・券売機セット、キャッシュレス
決済端末1台で使えるPOSレジなどからお選びいただけます

お店のスペースや予算、運用に合わせた
POSレジを選べますか？

キャッシュレス

“そのPOSは…”

Ｐｏｉｎｔ！

POSレジ・セミセルフ・セルフ/券売機・キャッシュレス端末

※価格は変更される場合がありますのでお問合せ下さい。

POSレジ セミセルフレジ 券売機セット 決済端末一体型

22.4万円～ 99万円～ 68万円～ 0円～
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https://www.busicom.co.jp/payment/

ビジコムのPOSレジなら、キャッシュレス決済端末と連動できます！
更に対応機種が多彩なので、今お使いの決済端末とつながります。

最新のキャッシュレス決済が使えますか？

キャッシュレス

= ビジコムのPOSレジとつながる決済端末 =

stera terminal Verifone Squareターミナル

JET-S Cloud/
J-MupsⅡ VEGA3000

“そのPOSは…”

Ｐｏｉｎｔ！

POSレジ連動で、カード決済時に金額の二度打ちが不要
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JT-VT10



https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/dispenser/

セミセルフレジとして使えますか？
“そのPOSは…”

セミセルフレジ

Ｐｏｉｎｔ！

スタッフが販売処理をして、お客様がご自身で
精算方法を選んで会計完了までできます

販売業務、レジ締め時間を短縮でき、
業務効率化につながります

5

キャッシュレス決済端末、

自動釣銭機を

お客様に操作していただけます



https://www.busicom.co.jp/product/tenpovisor/

複数店舗管理できますか？

“そのPOSは…”

複数店舗の売上・在庫・顧客情報
などをクラウド管理。

商品マスタの各店舗共有も可能です。

クラウド本部管理で、

いつでもどこからでも

売上・在庫・顧客管理

売上・顧客・在庫

共有
商品マスタ共有

多店舗管理

Ｐｏｉｎｔ！
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導入費用、ランニング納得できますか？

低価格

https://www.busicom.co.jp/solution/

初期導入費、運用コストを抑えて

ご利用店舗分だけお支払い

ビジコムなら、多機能で低価格なパッケージ。 1店
舗からご導入いただけるので、

ランニングコストを抑えて運用できます。

一般的にPOSレジ導入・運用には、

多額の費用が掛かります。

時代変化に対応する為、5年ごとに

“数百万”のカスタマイズ費用が発生することも。

￥0
OR

商品アイテム数 451点以上

フリーソフト

￥5,000 /月

￥224,000～

POSレジ基本セット

１５インチタッチパネルPC
レシートプリンター
バーコードリーダー
キャッシュドロア
セカンドディスプレイ

ハードウェアソフトウェア

ハード ソフト 初期導入

カスタマイズ ランニング 保守

サポート バージョンアップ 入れ替え

“そのPOSの…”

Ｐｏｉｎｔ！

ポイント制　1明細：1ポイント=￥1
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10年継続してご利用いただくと 10年割として月
額利用料金が50%割引の半額になります。

長く安心して使える「10年割」　



今後の時代の変化に対応できますか？
目まぐるしく変化する市場。

これからも数々の大きな変化が待ち受けています。

あなたのPOSレジは新しいトレンドや法改正についていけますか？

2015 2025

【2019】
軽減税率制度

キャッシュレス

ポイント還元制度

【2016】
電子マネー決済の多様化

免税制度改正

【2018】
メガバンクQRコード🄬決

済参入

https://www.busicom.co.jp/solution/

進歩するPOSレジ

時代に合わせて

無償バージョンアップ

パッケージだから、
常に新しいトレンドや法改正に対応し
ソフトウェアを無償バージョンアップ。
買い替え・入れ替え検討の心配がありません。

IC化

時代変化に対応

【2017】
インバウンド増加

“そのPOSは…”

【2022】
電子帳簿保存法

Ｐｏｉｎｔ！
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【2023】
インボイス制度

【2021】
免税販売

手続きの電子化



https://www.busicom.co.jp/product/misemeg/

スマホアプリ付きですか？
デジタル会員証

“そのPOSは…”

デジタル会員証なら

会員を集めるのが楽です。

多様なアプリ機能で

お客様の集客をサポート。

POSレジ非連動でもお使いいただける

プロモーションアプリです。

無料集客アプリで

プロモーション3

お店ページ

プッシュ通知

スマホ会員証

電子レシート

集客

Ｐｏｉｎｔ！
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https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/

インバウンド対応できますか？
“そのPOSは…”

決済から免税販売まで、

外国人観光客への販売に柔軟に対応。

免税電子化も

POS連動でシームレスに処理。

お客様の満足度アップにつながります。

インバウンド

Ｐｏｉｎｔ！
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Visit Japan Webサービス対応
（2023年4月～）

決済から免税販売、免税手続きの電子化まで



https://www.busicom.co.jp/solution/

ビジコムのソリューションで

店舗のクラウドDXを推進すれば、

お店の”今”の状況が見えてきます

お店の見える化できてますか？

クラウドとPOSレジ・スマホがつな

がれば売上も商品も顧客も見えて

きます

DXソリューション

Cloud
Ｐｏｉｎｔ！

POSレジ

クラウド
データ収集・分析

スマホアプリ
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Ｐｏｉｎｔ！

https://www.busicom.co.jp/product/tenpovisor/

POSレジに持っている売上情報や

在庫情報は店舗ごとに把握するだけではな

く、全店の情報として比較・把握できるので

店舗運営が効率化されます。

POSデータの集計はできますか？

各店の売上・在庫情報を

本部や全店で確認

“そのPOSは…”

クラウド
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Ｐｏｉｎｔ！

https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/

シンプル、

スタイリッシュなデザイン

お客様から見てもきれいな設置ができる POSレジで
お店のデザインやインテリア、コンセプトにあったご提案ができます。

デザイン、お店に合いますか？

“そのPOSの…”

スタイリッシュ

省スペース、

お店のカラーに合わせた白と黒、

お店の雰囲気を損なわない

デザインに合った筐体を選べます。
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https://www.busicom.co.jp/payment/

POSとの連動でシームレスな決済。
多様な決済手段をご利用可能です。

クレジットカード、電子マネー、
QRコード決済、NFC、仮想通貨…

QRコード決済は、POSレジに標準装備。
専用端末不要でお使いいただけます。

※

多彩な決済ができますか？

QRコード決済は

安心のストアスキャン採用

“そのPOSは…”

多彩な決済

QRスマホ決済

標準装備・専用端末不要
※ご利用には別途決済代行会社との契約

が必要です。

Ｐｏｉｎｔ！

14



https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/dispenser/

自動釣銭機と連動しますか？

POSレジ連動で

自動釣銭機をご利用いた

だけます

“そのPOSは…”

自動釣銭機

Ｐｏｉｎｔ！

・釣銭間違いの防止
・店内不正対策
・レジ締め処理の時短  など

スタッフの業務効率アップ・省人力化が
できます

富士電機製 グローリー製
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https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/

在庫や顧客が見えますか？
“そのPOSは…”

販売画面で

在庫・顧客情報を確認

レジ画面で在庫確認、
販売画面でリアル在庫が見えるほか
顧客情報や購買履歴、カルテが
レジ画面で確認できます。

顧客ランク設定が可能なので、
ランクに応じたポイントの付与が可能で
す。

顧客が

見える！

在庫が

見える！

多機能なPOSレジ

Ｐｏｉｎｔ！
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メーカーに縛られていませんか？

保守・リース 型番変更 老朽化 メンテナンス

ＰＯＳハードの

リース・保守期間 ５年縛り

https://www.busicom.co.jp/solution/

 そのハードに合わせた

カスタマイズは使い捨て…

定期的なハード交換、バージョンアップで、

柔軟な運用が可能

保守やリースの期間に縛られることなく、
故障や買い替えにより、ハードを入れ替えても、
同じソフトウェアでデータを継続してご利用可能です。
また、お店の開店、閉店に合わせて自由に解約できます。

大手メーカーのPOSレジは、

ソフトウェア、ハード保守・リース等、

なにかと契約期間に縛られがち。

時代に合わない筐体を数年間、

継続的に利用することになります。

その上、ハードの老朽化や時代変化の為、

メンテナンス・カスタマイズが必要に。

運用しやすい

“そのPOSは…”

Ｐｏｉｎｔ！
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https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/#d07

ネット通販と連携できますか？
“そのPOSは…”

実店舗と通販サイトの
在庫を自動連動

POSレジとECサイトの連携で

商品在庫の共有を行えます。

リアルタイムに在庫が反映されるので

品切れによる出荷ミスを防げます。

顧客・ポイントの連携もできます。

多様な連携

SHOP EC

Ｐｏｉｎｔ！
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https://www.busicom.co.jp/product/tenpovisor/

販売管理や会計ソフトと連動できますか？
“そのPOSは…”

クラウド・POSと連動してバックヤード業務を効率化

多様な連携

各社メーカーPOS
等

etc.

POSレジ

販売管理・会計ソフト
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何かあった時の対応してもらえますか？

“そのPOSは…”

https://www.busicom.co.jp/support/

開発からサポートまで
安心できる自社対応

パッケージソフトは常にバージョンアップで
最新版を提供。

ご利用ユーザーは、無料の電話サポートを
ご利用いただけます。

万が一のハード故障の際も安心の
全国オンサイト保守

ソフト無償

バージョンアップ

平日電話
サポート

365
DAYS

安心の
365日対応

サポート

ハードウェア保守
全国　365日

※オプション ※オプション

Ｐｏｉｎｔ！

20



業種対応

あなたのお店の業種に対応してますか？

“そのPOSは…”

https://www.busicom.co.jp/product/business/

小売・専門店

免税店

アパレル

リサイクル

サロン・理容院 飲食店

ホテル・旅館向け

業種業態に合わせて、幅広く対応できます。

クリニック・薬局 地方自治体

スポーツ用品店 文房具店

農産物直売所
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導入実績、信頼がありますか？
“そのPOSは…”

サポート

https://www.busicom.co.jp/product/business/pos_gallery.html

ビジコムのPOSレジは、日本全国で利用されています。

100種以上

業種

POSレジ導入

22,000台以上
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大手メーカーPOS、タブレットPOSの
出来ないことを解決します

サポート

https://www.busicom.co.jp/solution/

タブレットPOS

高価なハード

自主管理

サポートが不十分

耐久性不足

周辺機器の無線切断

大手メーカーPOS

高コスト

高ランニング

5年毎の総入れ替え

お店に合わないデザイン

時代変化に対応できない
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お店の運用に合わせたご提案をいたします

サポート

https://www.busicom.co.jp/solution/

ビジコムちゃんねる　「選べる3つのPOSレジ」
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お店の導入事例をSNSで発信

ＳＮＳ

https://www.busicom.co.jp/

「ビジコムSNS」をフォローして最新情報をご覧ください
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Instagram Twitter　@busicom_jp Facebook YouTube

導入設置写真などを多数掲載

note



© 2023 BUSICOM.

お問い合わせ

T E L

MAIL

H P

03-5229-5190　　受付時間10：00～18：00（平日）

info@busicom.co.jp　　

https://www.busicom.co.jp/　　
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