キャンバス

日本カードの店舗省人化シリーズ

マルチ決済システム

ハウス電子マネー、モバイル会員証、ポイントカードと
してのご利用などを、Camvas１つのシ
ステムで展開できます。独自にシステム
を構築すると発生してしまう高額な開発
費用・運用コストをカットし、手軽に運
用できるサービスをご提供いたします。

シアゲル

キャッシュレス決済対応オーダー受付端末

クラウド型ポイントサービス
導入・運用がかんたんで、直感的にお
使いいただけます。カード 認証は、I C

カード、QR コード、モバイル会員証に

よる認証が可能。またシーンごとのポイ

ント進 呈、地 域電子マネー、行政ポイントとの連 携、
見守り機能など、様々な拡張性もそなえています。

※画面はイメージです。

※
「LINE」は、LINE株式会社の登録商標です。
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項目

仕様

項目

仕様

OS

Android 7.1 SUNMI OS

OS

Android 7.1 SUNMI OS

CPU

Qualcomm Snapdragon Octa-core/ Rockchip Quad-core

CPU

Qualcomm Snapdragon Octa-core/ Rockchip Quad-core

メモリ

16GB ROM + 4GB RAM

メモリ

16GB ROM + 2GB RAM

外部メモリ

microSD カード（最大 128GB）

外部メモリ

microSD カード（最大 64GB）

ディスプレイ

24 インチ 1080×1920 FHD

G + G 静電容量式タッチパネル

マルチタッチ（10 点）

ディスプレイ
カメラ（※）

3D ストラクチャードライトカメラ

スキャナ

バーコード／２次元コードをサポート

スキャナ

バーコード／２次元コードをサポート

スピーカ

3W ×2 ( ステレオ )

スピーカ

3W×1

外部ポート

LAN × 1
ヘッドフォンジャック × 1

USB Type-A ポート × 5

温度

保管：−20℃〜55℃
動作：25〜90％

湿度

保管：93％（40℃）結露なきこと

寸法（W×D×H）

ケータリング：540 × 490 × 1850mm
リテール：1018 × 645 × 1850mm
ケータリング：45kg
リテール：58kg

（※）K2 に搭載されている 3D カメラは、Facial Alipay 専用のため、日本では使用できません。日本向け製品にはカメラは搭載されていません。

RJ45 LAN ポート × 1
電源ポート × 1

出力：DC12/24V
動作：0℃〜40℃

RJ12 ドロアポート × 1
オーディオジャック × 1

入力：AC100 〜 120V

電源

重量

RJ11 シリアルポート × 1
外部ポート

マイクロ USB デバッグポート × 1
電源

温度

寸法（W×D×H）

重量

QR コード

背面（横型）: 15.6 インチ 1920x1080 FHD、マルチタッチスクリーン

3D ストラクチャードライトカメラ

USB（TypeA）× 4

※PiTaPa は除く

正面（縦型）: 15.6 インチ 1080x1920 FHD、マルチタッチスクリーン

カメラ（※）

microUSB × 1（デバッグポート）

交通系電子マネー

入力：AC100 〜 240V/1.7A
出力：DC24V/2.5A
動作：0℃〜40℃
保管：−20℃〜55℃

マルチ決済対応

クレカ・QRコード・各種電子マネー

スマホ感覚のシンプル画面

地域マネー・ハウスマネー対応
低価格実現 でも機能は充実

デュアルスクリーン：380 × 280 × 590mm
シングルスクリーン：300 × 250 × 590mm
デュアルスクリーン：10.5Kg
シングルスクリーン：8Kg

（※）3D ストラクチャードライトカメラは Facial Alipay 専用のため日本では 3D カメラとして利用できませ
んが、通常のカメラとして利用できます。
（要アプリ開発）

分かりやすい画面レイアウトにスムーズな操作
クーポン
（QR、番号）対応で割引対応標準装備
朝、昼、夜メニューなどの時間管理もおまかせ
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東京支社：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-26 -2 芝信神田ビル 5F
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クラウド機能で締め作業時間削減

ハウス
マネー
・
ブラン
ド決
済
キャッ
シュレ
ス
決済
対応

これからのあたりまえを手に 店舗内キャッシュレス化で衛生面・管理面で向上を目指します

マルチ決済システムCamvasやSHIAGELを連携させて「使う・ためる」

操作が簡単

スムーズな操作で簡単オーダー、店舗で最大限実力を発揮する…それが『

キャッシュレス決済機 で新たな店舗オーダースタイルが実現

スムーズに運営

Android 端末でスマホ感覚のキャッシュレス決済機登場！

従来の券売機で実現できなかった、縦横＋自在なAndroidクオリティー

ミニサイズ（K2mini）

』

現金対応（K2mini＋paycube）

自動締めで作業削減︑メニュー変更も簡単

さらに選べる

２機 種

● 購入しやすい画面遷移

スマホlikeな操作性と選びやすいシンプル設計

小型でも高額紙幣対応キャッシュレス決済もあります

狭い店舗や券売機の隣に小型キャッシュレス決済対応
レシート

オーダー伝票

瞬時に
オーダー

オーダー

キッチン
プリンター

チャージ

● ブランド決済対応

4

FinGo社 ｔｒ
ｉｏ−ｉＱ

オールインワン型決済端末

5
端末でオーダー購入

厨房にオーダーが入る
呼び出し

クレジットカード・QRコード決済
電子マネー決済

3

LAN または Wi-Fi

2

6

チャージする

5

カードをつくる

料理ができたら呼び出し

席で待機

キッチンプリンター
W125×D194×H114 mm

● 自社発行型ハウス電子マネー対応
QR コード／ IC カード決済対応 標準搭載

日本カードのクラウド型ポイント
システム SHIAGEL にも対応。

社員食堂のプリペイドカードとして

運用する無人化券売機風システムとして、
また地域電子マネーをもっと広げていく
ツールとしてお使い頂けます

● 割引クーポン対応

1

深夜の自動締めで

来店

取消作業はハンディで

ＱR コードまたは４桁の数字を入力すると

（QR コード決済）

割引モードに移行します。クーポンが可能に

● オプションメニュー・アドオンメニュー

これまでの
面倒な作業が
楽になります

トッピングの追加やお好みの選択といった特殊な
画面が順番に出現

操作の無駄をなくします

● メインメニューボタンからの・・・
押したあとにアレルゲンやカロリー表示など

を表示できるエリア出現。動画も流せちゃう

締め作業軽減

● 困ってませんか？プリペイドのその後
プリペイドカードで運用していた後継機種が
少なくなってきています。

この機会に、チャージ機を使ってキャッシュレス運用
始めませんか

メニュー変更もらくらく

