クラウド型 店舗本部管理システム

クラウド型だから、
ド
スピ-ディ＆低コスト
３６５日・
２４時間稼働
暗号化によるセキュリティ対策済み

一店舗でも︑多店舗でも︑
積極的な店舗運営を進めていくために
本格的な情報システムを構築します！

全店舗の情報をタイムリーにキャッチ、
⾒たい時にいつでも全情報閲覧︕
店舗と本部､店舗と店舗間の｢今｣を結ぶ
ブラウザ･アプリで⾒られる店舗本部管理システム︕

情報コミュニケーションツール搭載
多店舗・遠隔地店舗の情報把握
ほしい情報へワンクリックアクセス！

アプリ対応!

TenpoVisorは、インターネットで各店舗のPOSをつなぎ、
クラウドで本部管理するシステムです。
テンポバイザー

TenpoVisorは､各店のPOSから吸い上げた情報をサーバで集計し全店舗へ即座にデータをレポートするクラウドサービスです。
各店舗から吸い上げられたデータは集計され､ブラウザやアプリで全店舗が閲覧･共有可能です｡パソコン･スマートフォン･
タブレット端末･携帯電話等､ブラウザ・アプリからいつでもどこでも最新情報を入手できます｡さらに､店舗間および本部との
連携を活性化する情報コミュニケーションツール機能｢店舗グループウェア｣で､より強力に店舗運営をバックアップします｡
TenpoVisorは､導入･設置も簡単！ユーザーは特別な機器やソフト購入の必要がありません｡連動可能なPOSシステムと
インターネットを利用できる環境さえあれば､低コストでの店舗本部管理システム導入が実現します｡
管理本部で全店舗の情報を一元管理
・売上日報
・商品稼働状況
・商品マスタ

TenpoVisorサーバで
全店舗の情報を POSデータを
集計･分析･帳票化 60分ごとに

・在庫状況
・顧客情報
・ポイント etc.
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⾒やすく､管理しやすい帳票で必要な時に必要な情報を︕
トップページの｢売上管理｣｢明細管理｣｢商品管理｣｢在庫管理｣｢顧客管理｣などのメニューから､さまざまな帳票･グラフの作成が可能です｡
また､常に使いやすさを目指し改良を重ねているので､利用可能な帳票はさらに増え続けています。

帳票メニュー画面例

商品リスト

顧客ベスト

販売＆在庫推移グラフ
売上Ｚチャートグラフ

知りたい情報､欲しいデータをカンタン操作で⼿軽にアクセス︕
各店舗ごとの売上一覧などが表示された専用ページから、参照したい項目のボタンをクリックしていただくだけで、欲しい
情報に簡単にアクセスできます｡ “パソコンは苦手”という経営者様にも､手軽に最新データを確認していただけます。

プルダウン型メニュー
タッチパネル向け
ボタンメニュー

｢売上管理｣や｢在庫管理｣などの表示の上にカーソルを重ねるだけで､｢日別･月別｣や｢在庫一覧｣といった下位の管理メニューが自動で
表示されます。メニュー名をクリックすれば各ページに瞬時に移動し､最新の情報を簡単に手に入れることができます。

プルダウン
メニューバー
タッチパネル
メニューバー

グループウェア

売上一覧表
金額リンクをタッチするだけで、集計表へジャンプ！

全店舗の前年同月の月報情報
その月の店舗別予算入力画面表示
全店舗の前月の月報情報

達成率
同年前月比
前年同月比
経費

切り替え表示

売上一覧表
当日･前日･当月･前年同月の全店舗
の売上状況が随時更新で表示され
ます。対予算の達成率や全店合計
も表示されるため、各店の状況を
一目で把握できます。
その店舗の年間月別売上表示
全店舗の年間月別売上表示
全店舗の予算入力

グループウェア

その店舗の当日の
時間別売上表示

全店舗の当月の日別売上表示
その店舗の月別予算入力画面表示
その店舗の前年同月の月報表示

その店舗の前日
当日の日報表示

本部と各店舗間の密な意思疎通や連携をサポート

グループウェア、ホームのサブメニューとして表示されています。
｢全社掲示板｣や伝言板など、店舗間および本部とのコミュニケーションの活性化に貢献します。
カレンダー

全社スケジュール

全社掲示板

伝言板

店長日誌

メーラー起動

お客様情報

メルマガ配信

本部で設定されたスケジュール
を全店舗に伝達します。

本部等で決められた連絡事項
を全店舗へ一斉に伝達する事
で､FAX等の通信コストを抑
えることができます。

店舗同士のコミュニケーション
の場として､さまざまな意見を
交換できるので全社･全店舗
を活性化させます。

店舗ごとの日誌として､日々の
情報を記入してもらいます。
全店舗間で閲覧可能なので、
細やかな業務改善等にも役立
てることができます。

Windowsインターネットオプション
で設定されているメールソフトを
起動します。

｢ショップページ｣を登録している
ユーザー様は､登録店舗を一覧
表示してオートログインできます。

｢みせめぐオーナー｣登録されて
いるユーザー様は､管理画面へ
オートログインできます。
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カレンダーを過去にさかのぼり
日付をクリックすることで、過去
の売上一覧表を表示します。

※オプション

店舗での活⽤で売上ＵＰ＆帳票のアクセス制限
TenpoVisorは､ 本部が各店舗の売上･在庫･ 顧客･ ポイントを管理､閲覧できるだけでなく､ 店舗からも他店の情報を閲覧したり
帳票化された情報を入手できるので､ 最新情報の即時入手､売上アップ､過剰在庫の抑制､人件費の削減など､さまざまな効果が
期待できます。

情報を共有するとお店が変わります
在庫

在庫切れ商品をお問い合わせされて､他店舗に電話

TenpoVisorで商品を検索して､全店舗の在庫状況を確認しお客様へスムーズなご案内が可能です。

で確認をとるためお客様をお待たせしていませんか？

また、在庫状況を把握することで、余剰在庫や過剰発注を防ぐことにつながります。

顧客

個々のお店で顧客管理をしているために､同一の

POSから送られてくるお客様の購買履歴・来店数・購買金額・・・等をTenpoVisorで集約してレポート

お客様に一貫性のないサービスをしていませんか？

します。会社としてお客様の優良度も見えるので接客に活かせます。

商品

それぞれのお店で新商品の登録や価格変更を

TenpoVisorで各種マスタの登録・変更をおこなうと、自動的に各お店のPOSシステムへ反映します。

おこない、時間を無駄にしていませんか？

商品マスタや価格の登録ミスがなくなり、時間を無駄にしません。

グループ機能

本部だけでなく店舗からもブラウザですべての
管理帳票や分析が見られるのが優れている

たとえば､フランチャイズ傘下で経営が異なるフランチャイジーを
グループ化する事により､グループごとにPOSデータの閲覧制限
が可能になり､フランチャイズ本部(以下FC本部)の管理データと､
各フランチャイジーに把握させたい共有データの一元管理が可能
になります。
データ閲覧不可

FC管理本部

すべてのFC加盟店
の情報を閲覧可能！

売れ筋商品の照会
他店舗での購買履歴閲覧
⾃社競争店舗の売上閲覧
在庫切れ商品の照会

FC加盟会社

自社グループ支店
の情報を閲覧可能！

インターネット
イ ターネッ
インタ
ネット
ネット
ネッ

フランチャイジー

権限設定

FC加盟店

フランチャイジー

インターネット
イ ターネッ
インタ
ネット
ネット
ネッ

支店

支店

TenpoVisor TOP画面からの各メニュー(売上･顧客･マスタ等)は､
各社員ごとに閲覧権限設定が可能です。

【設定例】

グループ単位で売上･在庫･顧客・・・等のデータを集計･帳票化できます。

｢権限設定２｣ アルバイトは在庫照会まで。
｢権限設定５｣ 正社員は在庫･売上も見られる。
｢権限設定８｣ 店長は商品マスタ変更以外すべて可能。

グループ機能は､FC本部だけでなくエリアマネージャーの
管理ツールとしてもご利用いただけます。

本部と店舗間コミュニケーションでスタッフの意識改革
コミュニ
ケーション

お店と本部の業務連絡などのやり取りをＦＡＸや
電話だけでおこなっていませんか？

意識改革

売れ筋商品など､お店で必要な情報をグループ
全体で共有できていますか？

店長日誌･掲示板の活用で､報告書作成の手間や通信コストの削減が可能です。店舗間の情報交換
も手軽にできるので､商品陳列や接客についてのノウハウ･アドバイスなどを全店舗で共有できます。
商品ベストや他店の売上状況、予算達成率を本部に照会することなくインターネット経由でお店から
閲覧できるので､競争意識や店舗改革を各店自発的に行うようになります。各帳票や情報はアクセス
権限の設定ができるので､情報漏洩対策も可能です。

アプリに対応︕ -スマートフォンでよりアクセスしやすくいつでもどこでも手軽に全店舗の情報を確認できる
TenpoVisorが、スマートフォンに最適化したアプリ
として登場！よりアクセスしやすくなりました。
【アプリ対応画面】
全体日報、売上伝票(伝票詳細)、商品ベスト、
曜日･時間帯別、商品情報（商品検索・在庫比較）、
顧客登録（顧客検索）、顧客購買履歴、店長日誌

iOS

「TenpoVisor」
をご利用中のお客様は
無料でお使いいただけます。
※画面はイメージです。内容は変更になる場合があります。

TenpoVisorは､お店の情報を ｢スピーディかつ安全に｣ 供給します。
テンポバイザー

クラウドサービスだから低コスト︕
︕

ＰＯＳシステムを選びません。

｢TenpoVisor｣のクラウドサービスとは、インターネットなどを利用して
アプリケーション機能をお客様にご提供するサービスです。
アプリケーションは、データセンター内のサーバにインストールされ
ており、ブラウザやアプリを閲覧できる端末機器を準備するだけで、
常に最新アプリケーションの提供を受けることができます。

TenpoVisorはPOSシステムと切り離されたクラウド
本部管理システムです。
現在ご使用中のPOSシステムが、どのメーカーの
システムであっても、決められたデータフォーマット
(CSV)での情報の切り出しが可能であれば、連動
することができます。Windows OSを動かせる環境
であれば転送ツールはすでに用意されています。

多店舗・遠隔地店舗の情報収集に最適
多店舗経営のチェーン店様、地理的に離れたお店をもつオーナー
様・管理者様も、ブラウザやアプリから閲覧するだけで、全店舗の
最新売上・在庫・顧客の情報や、売上比較、売れ筋在庫比較を
一括して把握できます。もちろん単店経営のオーナー様にも、店舗
と事務所が離れている等、用途に合わせてお役立ていただけます。

独自サーバでの運用も可能。
TenpoVisorはクラウド環境だけのご利用ではなく、
自社サーバでの運用も可能です。
大規模なチェーン店のネットワーク化をご検討の
場合、月々のクラウドのランニングコストを支払い
続けることよりも長い年月の運用を考えるとコスト
の削減が可能になります。
独自サーバ立ち上げは当社までご相談ください。

365⽇・24時間稼働
店舗側はPOSシステムで通常業務をこなすだけ。｢TenpoVisor｣が
自動的に売上・仕入・商品稼働などの情報を定期的（通常は1時間
に1回）に集計します。システムはネット上に設置されており、365日
・24時間更新・閲覧ができます。

ＰＯＳと切りはなした安全性。

⼗分なセキュリティー
データ送信は、店舗側・本部側からのSSLを用いた暗号化通信に
より、データ漏えいを防止します。閲覧にはID・パスワードの認証は
もちろん、特に顧客情報は通常のID・パスワードだけではなくシス
テム管理者から発行されたID・パスワードを使用する安心の二重
パスワード方式を採用しているので、不正アクセスによるログの収
集等外部からの侵入を抑制します。さらに閲覧項目を利用者権限
によって制限できるので、担当者ごとに利用できる範囲を限定する
こともできます。また、ID・パスワードを間違えるとログに記録され、
そのユーザーはしばらくの間アクセスできなくなります。

TenpoVisorはバッチ処理によりデータを送信して
いるので、回線トラブル等でネットワークに接続で
きなくなったときにも、POSシステムに影響を与え
ません。また、回線が復旧すればそれまでPOS上
で蓄積された情報は一斉にTenpoVisorへ送信さ
れるので本部機能･データに支障をきたしません。
POSとサーバの両方にデータを保持しているので
外部ハードディスク等に別途データをバックアップ
するのと同様の機能を果たします。POSと本部管
理機能を独立させることによりお店の運営に支障
をきたしません。

BCPOSとTenpoVisorで､さらに便利に︕

ポイント共有オプション

低コストでスピーディーに︕ポイントを共有化

POINT CARD
POINT CARD
POINT CARD

お客様がどのお店に行っても、同じチェーン店内であれば同じ会員証でポイントの加算減算が可能になります。
各店共通でポイントが利用できるようになるので、チェーン店内での顧客の囲い込みができます。
さらに、みせめぐオーナーをご利用いただくと、お客様の
スマートフォンにポイントを表示させることができます。
スマートフォン画面に表示される会員証のバーコードを
読み取ることで、会員情報を呼び出し、ポイント付与を
おこなえます。

クラウドサーバ

お客様のポイント情報
をサーバへ送信

販売後のポイント情報
をサーバーから受信

ポイント加算
+410ｐｔ

加算410pt
保有1,960pt

A店

保有ポイント
1,960ｐｔ

保有1,960pt

B店
POINT CARD

保有1,960pt

C店
POINT CARD

保有1,960pt

D店
POINT CARD

ポイントカード

SHOP CARD
POINT CARD

カードと併用可能

みせめぐアプリイメージ
（Android/iPhone)

アプリ会員証のご利用には、お客様のスマートフォンにみせめぐアプリを
ダウンロードしていただく必要があります。

システム内容

※印は､帳票内容をCSV形式(表計算ソフトで保存･加⼯が可能な形式)で出⼒可能な項⽬です。

帳 票

売上管理

⽇報 ･⽉報※ ⽇別･⽉別売上※

明細管理

処理種別明細(販売･仕⼊等)※ 売上⼀覧※ 商品別売上明細※ 顧客別売上明細※ 担当者別売上明細※
ポイント別明細※ 粗利別明細※ 曜⽇時間帯別明細※ 分類別明細※ 免税リスト･分析※ ⼊出⾦メモ別

商品管理

商品マスタ 商品リスト※ 商品ベスト※ 商品稼働(商品別)※ 商品稼働(店舗別)※ 商品稼働(⽇別)※ カテゴリ別分析※
カテゴリ別商品⼀覧※ カテゴリ商品マスタ 商品移動⼀覧※ CSV取込 データ配信 商品メニュー※ 商品稼動グラフ※

在庫管理

在庫⼀覧※ 在庫⽐較※ 部⾨集計※ 棚卸取込 棚卸⽐較※ 棚卸更新 発注
仕⼊リスト※ 分荷 分荷修正 分荷リスト 発注点登録※ 店舗間移動処理
顧客マスタ

顧客管理

CSV取込

顧客リスト※

顧客情報表⽰

店舗別売上※ ポイント※ 部⾨別売上※ 予算⼊⼒ 簡易経費⼊⼒ 値引集計 TenpoVisor POS

顧客ポイント※ 顧客ベスト※
顧客購買履歴※

顧客稼動※

発注リスト※

JANKENポイント※

発注分仕⼊

新規仕⼊

顧客カルテ※

各種マスタ

ユーザID登録 ユーザ⼀覧 部⾨登録※ メーカー登録※ 仕⼊先登録※ サブジャンル登録※ カテゴリ登録※ ＣＳＶ取込
ＣＳＶ取出※ クレジット登録 中部⾨マスタ ⼤部⾨マスタ 商品券登録 値引理由登録 ⼊出⾦メモ登録 グループマスタ

基本設定

基本設定

権限設定

店舗情報※

消費税設定

ログインＬＯＧ※ データ件数
の項⽬は、専⽤アプリで参照可能な項⽬です。

グループウェア
基本機能

オプション

全社スケジュール
ポイント共有

導⼊実績
4,400店舗
さまざまな
業種・業態で
幅広くお使い
いただけます︕

全社掲⽰板

ポイントリアル

店⻑⽇誌

伝⾔板

在庫リアル

メーラー起動

スポーツ納品連携

このようなお店のチェーン店に・・・

お客様情報

店舗別売上⼀覧※

みせめぐオーナー

家計簿連動

記載の業種はほんの一例です｡詳しくは当社までお問い合わせください。

売店

カー⽤品店

ドラッグストア

お⼟産店

ビデオ・ＣＤ・ゲーム・書籍レンタル店

書店

スポーツ⽤品店

化粧品店

⽣花店

ＤＶＤ・ＣＤ・レコード店

セルビデオ

アクセサリー店

エステサロン

ガーデンハウス

⾐料品店・ブランド品リサイクル店

量販店

ブティック

マッサージ

農産物直売所

家具・家電リサイクル店

家電店

⾐料品店

⾷料品店

ゴルフ⽤品店

総合リサイクル店

機材レンタル店

カメラ店

ブランド品店

酒販店

ネイルサロン

⾐装レンタル店

カフェ・喫茶

釣具店

薬局

精⽶店

レストラン

居酒屋

他

導入から運用までの流れ

TenpoVisorの
申し込み

ＰＯＳの商品マスタ
顧客マスタのアップロード
および初期設定

ＩＤＣへお客様情報の
登録

運用開始

インターネットに接続できる環境をお持ちならば、
ＩＤＣへの登録と、店舗端末の簡単設定ですぐにお使いいただけます(約１週間)。
店舗側での導入は、ＰＯＳまたはＰＣをインターネットに接続し、
ＴｅｎｐｏＶ
ｉ
ｓｏ
ｒに接続するためのプログラムを導入するだけなので、
早ければ１５分程度で終了します。

必要な機材
閲覧する
ために

パソコン、
スマートフォン、
タブレット、携帯電話(一部制限あり)のいずれか
インターネット回線(ADSL､FTTH等)、プロバイダ加入、ルーター
各種インターネットブラウザ(一部制限あり)
※必要な機材やインターネット環境が不備な場合は､当社にご相談ください。

お問合せ先

株式会社ビジコム
東京本社

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）

大阪支店

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）

福岡営業所 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
岩国事業所

山口県岩国市麻里布町 2-9-24
TEL：0827-35-4723(代)

ビジコム岩国ビル

ＢＵＳＩＣＯＭ ＨＰ

ＴｅｎｐｏＶ
ｉ
ｓｏ
ｒ ＨＰ

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

http://www.tenpovisor.com/

※ＴｅｎｐｏＶｉ
ｓｏｒ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｡
TV-H28FE

