
簡単に導入、驚くべき高機能。
新時代POSレジシステム。

「売る」だけじゃない。
「売上が上がる」レジへ。

豊富な設定やシステム連携で、どんな販売シーンにもフィット。

充実の売上分析、顧客管理、高度な在庫管理で、

お店の経営を見える化し、売上アップに貢献します。

また、キャッシュレスや免税販売など、多様化する販売方式

にも対応。販売機会を逃さないクラウドPOSレジです。

78,000
店舗突破

登録
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■ レジ端末は、1店舗につき3台までご利用いただけます。 ※ 追加の場合、別途1,200円（1台／月額）  ※スタンダードプランは追加は行えません。
■ フードビジネスプランのハンディ端末は、1店舗につき5台までご利用いただけます。 ※ 追加の場合、別途 1,200円（1台／月額） 　
■ フードビジネスプランとリテールビジネスプラン併用の場合は、1 店舗につき月額 15,000円となります。　
■ 商品点数10万点以上、会員数10万人以上の場合は、従量課金制となります。　■ 1台につき月額 1,000円で、CAT/CCT 端末と接続する事ができます。 ※ 初期費用・機器代別途
■ フードビジネスプランのオプションとして、飲食店のオフライン対応（1店舗につき月額 3,000円）、セルフオーダー機能（1台につき月額 400円～1,200円）もございます。 ※ いずれも初期費用・機器代別途

プランと料金 お店に合わせて選べる、5つのプランをご用意しました。 ※表示価格は、全て税抜価格です。

スマレジ 検索

※このカタログに掲載されている全ての内容は、2019年10月現在の情報です。機能やサービス内容、価格など予告なく変更する可能性があります。
※スマレジは、株式会社スマレジの登録商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPad、iPod touchは、
Apple Inc.の商標です。

iPhone・iPod touch が高機能ハンディに。
注文管理・テーブル管理・キッチン伝票出力など、
飲食店の業務を効率化する、オーダーシステム。

無料ではじめられるクラウド勤怠管理サービス。
従業員の勤怠・給与・休暇・シフト・日報・
マイナンバーなどを、これ一つで管理。

メールサポート

プレミアム

レジ機能

引換券印刷

商品点数 10 万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

API 利用

外部システム連携

複数の店舗でご利用頂けるプラン。
売上データを一括管理。

対象業種：どんな業種でも

プレミアム プラス

レジ機能

引換券印刷

商品点数 10 万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

API 利用

外部システム連携

顧客管理 （10万件まで）

電話サポート

顧客管理、ポイント管理、電話
サポートのついた上位プラン。

対象業種：どんな業種でも

メールサポート コールセンター

リテールビジネス

レジ機能

引換券印刷

商品点数 10 万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

API 利用

外部システム連携

顧客管理 （10万件まで）

電話サポート

高度な在庫管理

パスポートカメラ読取

免税帳票印刷

小売・アパレル向けの、高度な
在庫管理が可能なフル機能プラン。

対象業種：小売・アパレル

メールサポート コールセンター

フードビジネス

対象業種：飲食

レジ機能

引換券印刷

商品点数 10 万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

API 利用

外部システム連携

顧客管理 （10万件まで）

電話サポート

オーダーエントリー

キッチン伝票出力

スマレジ・ウェイターを
使った飲食店向けプラン。

メールサポート コールセンター

スタンダード

レジ機能

基本的な POSレジ機能を備えた、
気軽に使える無料プラン。

対象業種：どんな業種でも

・レジ販売
・レシート印刷
・点検・精算
・取引履歴の閲覧編集
・商品点数 1,000 件まで
・商品数量管理
・締め処理（日次・月次）
・目標予算管理
・売上分析
 （※月別分析はプレミアム以上）
・免税販売対応
・カスタマーディスプレイ機能
・NON-PLU 対応

レジ機能 詳細

メールサポート

365日受付コールセンター 

プレミアムプラス以上をご契約のお客さま向けに、
365日電話受付可能なコールセンターを開設しております。

受付時間 : 9:00 ～ 22:00（365日）

オンラインサポート

スマレジの詳しい使い方や、トラブル発生
時の逆引きFAQなどを、専用ウェブサイト
にてご覧いただけます。

右のQRコードからご覧いただけます。

メールサポート

スマレジご契約者さま向けに、無料にてメール対応を
実施しています。お気軽にお問い合わせください。

対応時間 : 9:00 ～ 18:00（平日のみ）
support@smaregi.jp

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-1-5  博多サンシティビル 3F TEL: 092-415-6655福岡ショールーム
〒541-0053 大阪市中央区本町 4-2-12  東芝大阪ビル 3F

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１-１-９  岩徳ビル ３F東京ショールーム TEL: 03-6303-1183
〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 メトロポリタンプラザビル 14F WeWork池袋ショールーム TEL: 03-6303-1183

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-17-15 エフエックスビル 6F-C名古屋ショールーム TEL: 052-684-6345
〒220-0012  横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F WeWork横浜ショールーム TEL: 045-900-9269

TEL: 06-7777-2211大阪ショールーム

ショールーム（無料）で、スマレジを実機で体験できます。
お電話、もしくは右のQRコードより、お近くのショールームをご予約ください。



お店を強くする、500以上の機能をご用意
ウェブサイトですべての機能をご覧いただけます。  →  smaregi.jp

Bluetooth タイプや
モバイルタイプなど
  いろいろ選べます。

スマレジと連動する事で
お会計時に自動で
オープンします。

お客さまへの
お会計金額の表示に。

バーコードスキャンで
  お会計がスムーズになります。

レシートプリンター キャッシュドロアカスタマー
ディスプレイ バーコードリーダー

現金管理のコスト削減や
  お釣りの渡し間違い防止に。

自動釣銭機
グローリー 300

クレジットカード・電子マネー
　などの決済が可能に。

※要別途契約

決済端末

高機能オーダーシステムで
飲食店をもっと便利に
飲食店向けプランでは、iPhone・iPod  touch
が高機能ハンディに。注文管理やテーブル管理
はもちろん、オプションでセルフオーダーも。

高度な在庫管理で
業務を効率化
発注/入荷、棚卸、店間移動、在庫変動履歴など、
高度な在庫管理が可能です。棚卸では、ハンディ
ターミナルに代わってiPhoneが大活躍します。

iPad・iPhoneだから、持ち運びは自由自在。
小型のBluetoothモバイルレシートプリンター
にも対応。いつでもどこでも販売できます。

屋外やイベント会場・
移動店舗でも力を発揮

リアルタイムで
売上の確認ができる
取引データはすぐにクラウドに保存されるため、
外出先でも確認できます。また、日別、商品別、
曜日別、客層など詳しい売上分析も可能です。

接客をしながら
その場で在庫参照
接客しながら在庫を確認できるので、お客さまを
お待たせしません。上位プランでは、他店の在庫
を見て、そのまま取り寄せることも可能です。

豊富な決済手段で
キャッシュレスに対応
クレジットカード・電子マネー・QR 決済が可能
です。お店に合わせて選べる CAT 端末連動／各
種モバイル決済連携をご用意。※要別途契約

顧客・ポイント管理で
きめ細かい接客を
顧客管理機能では、お会計時にお客さまの購
入履歴を確認したり、ポイント付与や会員割
引も可能。顧客満足度の向上に役立ちます。

操作が簡単だから
初めてでも安心
アプリで直感的に操作ができるので、どなた
でもすぐに操作に慣れ、教育コストを削減でき
ます。また、安心の練習モードも搭載。

店舗によって在庫や価格、権限などを細かく
設定できます。また、フランチャイズや多業態の
店舗情報を一括管理できる本部機能もあります。

複数の店舗・
複数の契約を一括管理

 さまざまな周辺機器に対応

スマレジは Appleのモビリティパートナーです。 お客さまのビジネスの成功のため、真の使いやすさを追求し、機能開発を行っています。

アプリとクラウドを使った、新しいPOSレジ。

レジ端末でお会計をしたら、すぐに取引情報としてクラウドに保存。管理画面では、
売上情報の確認をしたり、商品・顧客などの管理を行い、各端末に同期できます。

売上も商品情報も、データはすべてクラウドへ。

iPad・iPhoneをレジとして使用するので、従来のレジよりも圧倒的に低コスト。
操作がかんたん。しかも、機能面で従来のレジに劣るような事はありません。

iPad・iPhoneがレジに。

導入事例 アパレル、雑貨店、飲食店、エステ、美容室、催事場など、さまざまな業種で利用されています。

販売スタッフが、ほとんど教育の時間
を取らずに、レジを操作できていた
ので驚きました。販売スタッフの年齢
も様々ですが、操作説明が要らない
ってすごいですね。また、セールなど
の繁忙期にレジを簡単に増やせるの
がとても便利で助かっています。

雑貨・小売

靴下専門店 Tabio

メニューの登録がとても便利です。
管理画面でメニューを更新し、ハン
ディに同期するだけなので、あっという
間です。また、商品別売上分析が、商品
開発会議の重要な指標になっています。
レジスペースが場所を取らない分、
座席を多く作れることもポイントです。

飲食店・ダイニング

dining SILVA

かんたん操作×低コスト×高機能

PC・タブレットなど
iPad・iPhone・周辺機器

¥100

売上の確認
全体の業務

お店で販売

データの管理・保存

データ
送信

データ
参照

データ
更新

データ
参照

スマレジ サーバー（クラウド）

導入事例を
Webでみる

お店が成長しても、時代が変化しても。

安心・安全に使っていただくために。

もし事業拡大したら…？より高度な機能が欲しくなったら…？
プラン変更やオプション追加は、いつでも可能です。さらに、会計システムや勤怠管理、
予約管理など、充実の外部システム連携と、API もご用意しています。

軽減税率や免税販売、キャッシュレス決済など、販売方法はどんどん多様化しています。
スマレジは、そんな時流にもアップデートで迅速に対応。これから先、ずっと使えるレジです。

販売方法が多様化しても、機能アップデートでずっと使える。

お店の成長に合わせて、自由に機能拡張できる。

顧客情報はしっかり守る

もしもの時の、しっかり設計

レジ端末上の顧客情報は、クラウド接続時のみ
使用できます。万が一端末を紛失しても、管理
画面から端末を使用不可にする事で対応できます。

安心のオフライン対応

万が一、インターネットに繋がらない時でも、
いつも通りに販売業務が可能です。取引情報は、
復旧後にクラウドに保存する事ができます。

スマレジ・サーバーの安全性

スマレジ・サーバーは、SSL暗号化通信による
安全なデータ通信となっています。また、サーバー
稼動率を保証する制度（SLA）を設けています。

どんな店舗にもフィットする拡張性

API

会計 決済

勤怠予約

・・・CRMERPEC

EC一元管理

免税電子化

UPDATE!UPDATE!

8%10%
軽減税率

UPDATE!

キャッシュレス
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