
高機能クラウド型POSレジ

スマレジのご紹介



本資料では、

スマレジの便利な機能をご紹介します。
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大阪市中央区本町 4-2-12 
野村不動産御堂筋本町ビル 3F

山本 博士

ウェブサービスの企画・設計・

デザイン・開発・提供

スマレジ事業、データ収集・分析事業

通信販売事業

2005 年 5月

129人

東京、大阪、名古屋、福岡（FC）

1,136百万円

4431

＼ TVCMはコチラ！／

本社

代表者

事業内容

設立

従業員数

拠点

資本金

証券コード
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有限会社ジェネフィックス・デザインを設立

事業内容：ソフトウエア開発、ウェブデザイン

システム開発部門を切り分け、株式会社プラグラムを設立

タブレットPOSシステム「 スマレジ 」リリース

オーダーエントリーシステム「 スマレジ・ウェイター 」リリース

「スマレジ」がグッドデザイン賞を受賞

勤怠管理システム「 スマレジ・タイムカード 」をリリース

株式会社プラグラムから株式会社スマレジに社名変更

「スマレジ」導入店舗50,000店舗突破、累積取扱高が1兆円を突破

東京証券取引所マザーズに株式を上場（証券コード 4431）、

累積取扱高が2兆円を突破

2005年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2016年

2018年

2019年
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スマレジは全国104,000店舗以上で利用されている iPadを使った、高機能クラウド型 POSレジです。

小売業や飲食・サービス業を中心に、幅広い業種でご利用いただいております。

導入店舗数

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100,000店

90,000店

80,000店

70,000店

60,000店

50,000店

40,000店

30,000店

20,000店

10,000店

登録店舗増加中！

104,000店舗

※2021年11月時点の登録店舗数

2021
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お客さまから選ばれて、3部門でNo.1を獲得

調査方法：インターネット調査、調査期間：2021年6月22日～23日、調査概要：クラウドPOSレジ10サービスを対象にしたサイト比較イメージ調査、調査対象：男女、20～69歳、全国、

1.2.店舗スタッフ330名、3.店舗運営者189名、調査実施：株式会社ショッパーズアイ、比較対象企業：「クラウドPOSレジ」Google検索　検索上位7サービス（2021年6月17日16時00分

時点）及び選定企業2サービス 

店舗スタッフが選ぶ、

信頼できると思う

クラウドPOSレジNo.1

店舗経営者が選ぶ、

品質が良いと思う

クラウドPOSレジNo.1

店舗スタッフが選ぶ、

サポートが充実

していると思う

クラウドPOSレジNo.1
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1店舗から600店舗以上を運営する事業者まで、 幅広いお客さまにご利用 いただいております。

導入店舗

飲食業 小売・サービス業 その他
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レジといえば、

精算するもの…？

売上金額の計算が主な用途になり

ます。精算以外の在庫や顧客管理

など店舗運用に必要な作業が別途

必要になります。

従来のレジ

クラウドでデータが一括管理ができ、

拡張も自由なレジが、スマレジです。

スマレジなら、精算以外でも在庫や顧客管理、売上分析など、店舗運用に必要

な機能とリアルタイムで接続できます。

スマレジ

従来のレジのような精算だけではなく、 新しい販売ソリューション を実現するのが「スマレジ」です。

POSレジを超えた、高機能クラウド型POSレジ
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アプリをインストール
お手持ちのiPhoneやiPadで、App Storeから

スマレジをインストールし、スタート。

使用に合わせて、機器を組み合わせできます。

必要に応じてプランを契約し、機器を組み合わせることで、ますます便利にスマレジをご利用いただけます。

Appstoreから「スマレジ」アプリをインストール。アカウントを作成し、すぐにスタートすることができます。

使い方次第で機能を拡張し、必要な 機器を組み合わせて使用 することができます。

スマレジは、誰でも簡単にはじめられます。

基本的な

販売がしたい

キャッシュレス決済に

対応したい

自動釣銭機を

導入したい

例えば… 例えば… 例えば…



店舗

店舗の売上や在庫などの情報を、インターネットで リアルタイムで把握。

iPad・iPhoneアプリを使用するので、必要に応じて周辺機器を組み合わせることができます。

システム構築イメージ
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レジのみ利用する場合

スマレジ

クラウドサーバー

バーコード
リーダー

レシート
プリンター

キャッシュドロア

Bluetooth

キッチンプリンターを利用する場合

ケーブル

スマレジ、ウェイター

クラウドサーバー

キッチン
プリンター

レシート
プリンター

キャッシュドロア

ケーブル

・レジ iPad
・ハンディ iPhone

無線アクセスポイント店舗
レジiPad

リアルタイムに

売上確認・商品管理

有線LAN

（飲食店など）



多数の対応機器から、ご要望にあわせた機器をお選びいただけます。

周辺機器ラインナップ
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iPad

プリンター・キャッシュドロア

LANプリンター

キャッシュドロア

キッチンプリンター

LANプリンター

プリンター内臓型
キャッシュドロア

スキャナー

バーコードリーダー

Apple製品 ネットワーク機器 その他

iPod Touch スイッチングハブ 無線LANルーター

無線アクセスポイント

自動釣銭機

カスタマー
ディスプレイ

在庫管理用
ハンディターミナル



ひと目で分かる直感的なデザインで、誰でも 簡単に操作可能です。
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直感的な画面で

操作が簡単！

スマレジの操作性：会計画面

商品選択エリア 会計エリア
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商品を選択する 預り金を入力 お会計完了

いずれかの方法で預り金を入

力したら「チェックアウト」をタッ

プして完了です。

商品名や画像などの一覧か

ら、簡単に商品を選ぶことが

できます。その他、バーコード

読取や商品コードの入力など

でも商品を選択できます。

現金預りをタップし、金額を入

力します。現金以外にもクレ

ジットカードや商品券、交通系

ICカードなどでの支払いも可

能です。

ステップ１ ステップ２ ステップ３

高機能なのに、シンプルで使いやすい。マニュアルなしで、 簡単に会計できます。

スマレジの操作性：会計フロー
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店舗、商品、時間など 様々な軸での売上分析が可能 。リアルタイムで売上を確認できます。

様々な業種で利用できる分析帳票が多数あり、 CSVでデータをダウンロードすれば独自の分析も可能です。

充実の分析項目。クラウドで自動で売上分析。

● 日別売上

● 時間帯別売上

● 時間帯グループ別売上

● 曜日別売上

時間軸での分析

● 商品別売上（ABC）

● 部門別売上

● グループコード別売上

商品軸での分析

● 店舗別売上

● 端末別売上

● 販売員別売上

● 客層別売上

● 日報・月報・期間報

取引軸での分析
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安定性に優れた据え置き端末

スマレジ指定端末であれば

契約サービス問わず連携可能

楽天ペイ、Squareなど

各種決済サービスと連携可能

複数のQR決済サービスを一つの

アプリ、一つの端末で提供できる

サービス

主要なクレジットカード・電子マ

ネーを1契約で取り扱うことができ

るサービス

クレジットカード・
電子マネー  一元管理

CAT/CCT端末 各種モバイル決済 マルチQRコード
決済サービス

クレジットカード 電子マネー QRコード

クレジットカード、電子マネー、 QR・バーコード決済など、あらゆる決済手段に対応しています。

キャッシュレス決済連携も可能



違算金などの会計ミスの防止に。自動釣銭機で業務改善できます。

セルフレジでご要望の多い、自動釣銭機にも対応
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お釣りの渡し間違い防止

お釣りを自動計算して排出、ヒューマンエラーを防ぎます。

スタッフの教育が簡単

作業は自動釣銭機にお任せ。難しい操作は不要になります。

レジ締め時間を短縮

金額はもちろん金種や各数量も、一目で確認できます。

引継ぎが安全で効率的

エラーや違算の有無をすぐに確認。レジ担当の引継ぎに便利。
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スマレジは用途に合わせた様々な外部システムとの連携が可能です。

スマレジAPIを使えば貴社がお使いのシステムと簡単に連携を行うことが可能です。

スマレジをもっと便利に、外部システム連携

APIを利用して、

既存の社内システムと連携

その他、さまざまな

外部システム連携もご用意

取引データ以外にも、商品やスタッフなど、

様々なインターフェースを網羅しています。

すでにスマレジと連携実績のある

既存システムを利用し、

安心してご利用いただく事もできます。
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会計

外部システム連携一覧
下記のサービスの他、 APIの連携実績は多数ございます。お気軽にお問い合わせください。

販売管理（小売） 顧客管理（飲食） 顧客管理 BIツール

予約管理

セルフオーダー

ネットワークカメラ

APIドライバ

EC
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スマレジ利用プラン一覧

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

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

スマレジAPI利用

外部システム連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

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

スマレジ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

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

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

スマレジ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

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

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

スマレジ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

小売店向け在庫管理機能

パスポートカメラ読取

免税手続き電子化

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

登録から30日間は、すべての機能が無料でお試しいただけます。

・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

・免税販売対応

・カスタマーディスプレイ

・NON-PLU 対応



導入サポート
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スマレジを熟知した専門スタッフが、現地までお伺いして導入のサポートを行います。

現地にご訪問の上、機器の設置設

定やアプリ・管理画面などのシステ

ム設定を全て弊社で実施します。

現地にご訪問の上、機器の操作方法

やアプリ・管理画面などのシステム的

な取扱い説明を実施します。

弊社が商品データ登録を代行させ

て頂きます。

※ご用意頂く商品情報や件数によっ

て価格が異なりますので、

価格については別途ご連絡くださ

い。

¥44,000-（税込）1店舗

※リテールビジネスプランのみ 88,000円

セットアップ
（機器設置・設定）

トレーニング
（従業員向け操作説明会）

商品データ登録代行

¥44,000-（税込）1回 ※ ¥11,000〜（税込）



20

メールでのサポート

ご契約者さま向けに、無料でメール対

応を実施しています。

受付：10:00~18:00（平日のみ）

オンラインサポート

スマレジの詳しい使い方をヘルプサイト

に掲載。トラブル発生時の逆引きFAQも

充実しています。

ヘルプデスク

365日電話受付※のヘルプデスクを解説し

ております。

受付：9:00~22:00

専門知識が豊富なスタッフ が丁寧に対応。お客さまのお困りの問題を解決します。

スマレジの強力な、アフターサポート

※プレミアムプラスプラン以上のご契約が必要です。

support@smaregi.jp https://help.smaregi.jp/hc/ja



顧客情報はしっかり守るサーバーの安全性

ログイン・操作ログ履歴

安定したサーバー稼働率(直近で

99.998%※)。SSL暗号化による安全

なデータ通信。 ※2019年4月〜2020年3月

レジ端末上の顧客情報は、クラウド接

続時のみ使用できるので、万一端末

を紛失しても制御が可能。

スタッフのログイン履歴や操作ログが

すべて記録され、誤操作対応や不正

防止につながります。
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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、いつも通り販売業務が可能。

充実のサポート体制

365日開設のコールセンター※、オン

ラインサポートなど安心のサポート体

制。※プレミアムプラスプラン以上

インターネットを使ったレジが不安 、というお客さまもご安心頂ける充実のサポート。

もしもの時の、しっかり設計。安心・安全です。

オンサイト保守

400のサービス拠点を有するNEC
フィールディングと提携し、全国で周

辺機器の保守サービスに対応。
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スマレジにはまだまだ便利な機能が、たくさんございます。 よくご質問をいただく機能 をご紹介します。

機能のご説明

● 会員・ポイント管理機能

● レシート・伝票サンプル

● 軽減税率対応

● 引換券機能

● アプリ・伝票の外国語対応

● 【飲食業向け】オーダーシステム機能

● 【小売業向け】在庫管理機能

● 【小売業向け】値札印刷機能

● 【小売業向け】免税販売機能

● 【勤怠管理】タイムカード
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会員データ登録・閲覧

会員登録を行うことでスマレジアプリにて会

員データを閲覧することができます。 CSVで

ダウンロードすることも可能です。

POSレジ情報と会員情報を連携。 リピーターを増やすための施策 にご利用いただけます。

機能説明：会員・ポイント管理機能

ポイント連動・利用

会計時に一覧や、バーコードで会員情報を呼

び出し、ポイントを付与・利用ができます。

来店日や

購入履歴の参照

ポイント利用で

リピーター増加
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レジから出力されるレシート

レシート、領収書など印字される印刷物の内容を、ご利用に合わせて設定することができます。

機能説明：レシート・伝票

キッチンプリンターから出力される伝票

お客様用レシート

・ロゴ登録可能（上下）

・自由メッセージを告知に活用

・QRコード表示機能

領収書

・５万円以上の現金会計で

　収入印紙貼り付け枠印字

・但し書き印字可能

・領収書の分割発行可能

・発行履歴管理機能

キッチン伝票

・商品、注文単位での印刷単位

　が設定可能

・割り方や味付けなどの

　サブメニュー印字が可能

・手入力で自由なコメントを

　つけることが可能

テーブル伝票

会計伝票
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商品に軽減税率 (8%) を設定

軽減税率の適用設定がされている商品を選択す

ると、自動で軽減税率が適用されます。

特別な操作は必要ありません。

商品の設定から、または販売時に個別に税率設定。商品ごとの「 税抜/税込/非課税」の設定も可能です。

機能説明：軽減税率対応

販売時に税率 (8%・10%) を選択

ひとつの商品にイートインとテイクアウトがある場

合など、税率を分けることが可能です。

パターン１ パターン２

商品設定で

自動で適用

販売時に

手動で選択
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1.商品を販売する

通常のレシートに加え、「お客様控え」「店舗控え」の

引換券出力が可能です。

テイクアウトカフェ等で受け渡し間違いを防げる、便利な 引換券の発行も可能です。

機能説明：引換券

2.引換券をお渡し

3.引換券で

商品提供！

販売レシート 引換券控え（店舗用）

引換券

準備が整ったら

引換券を受け取り
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機能説明：アプリ・伝票の外国語対応

アプリの画面を英語表記に 出力される伝票を英語表記に

外国人労働者の増加にも、柔軟に対応できます。

iPadアプリ

ハンディ

キッチン伝票
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機能説明：飲食店向け オーダーシステム機能
オーダーシステムと POSレジはシームレスに連携！

テーブル管理 売切れ・残数管理 サブメニュー・コース機能

店舗のテーブル情報を登録す

ると、リアルタイムに注文状況

の把握が可能です。

残数を登録しておくとで、品切

れでの注文ミスを防ぐことがで

きます。

メニューに対してサブメニュー

の登録や、コースセレクト機能

を使用できます。

配膳管理

も可能！

手元で

残数確認

コースの

内容を設定
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機能説明：飲食店向け テーブルオーダー機能
テーブルの注文用タブレットから、お客様自身で注文を入力。スタッフの省力化・コスト削減が可能です。

注文はクラウドサーバーから、直接キッチンプリンターへ印刷

ハードウェア：34,800円～/台

ソフトウェア：400～1,200円/台

訪問設置費用：20,000円～

・多言語対応

・iPadでサクサク操作

・ハンディとの併用可
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機能説明：飲食店向け QRセルフオーダー機能
伝票にQRコードを印字し、お客さまのスマホで読み取って注文いただく機能です。

店舗で端末を用意する必要がなく低コスト導入可能です。導入についてはお問い合わせください。
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月次の在庫回転率や商品の消化率を分析できる機能もあります。

機能説明：小売向け 在庫管理機能

店舗間移動機能

店舗間の在庫移動が可能です。他店に対し、出庫依頼をおこなったり、出庫登録をおこなえます。

発送・入荷・出荷機能（小売一般）

発注情報を登録することで、入荷担当者に対し、いつ頃、どういう商品が入荷するのかを通知できます。

棚卸

バーコードリーダーなどを使って迅速な棚卸が可能。棚卸の進捗状況などもリアルタイムで管理することができます。

在庫変動履歴

「いつ仕入れて、いつ売れたか」店舗での保管状況などが一目瞭然。商品の履歴を時系列で細かく管理が可能です。
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スマレジ値札印刷サービス

スマレジに登録された商品情報をもとに、値

札を印刷してお届けする値札印刷サービスで

す。代金は月額費用に加算されて請求されま

す。

月次の在庫回転率や、商品の消化率を分析できる機能可能です。

機能説明：小売向け 値札印刷機能

CSVデータから印刷をする

商品を選択して値札データ（ CSVファイル）を

ダウンロードします。ラベルプリンター等で手

動で値札を印刷することが可能です。

クリックで

値札が届く！

必要な分だけ

自由に作成！
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パスポート情報は一瞬で読み取り。スピーディな免税販売で、インバウンド対策の強い味方に。

機能説明：小売向け 免税販売機能

1.パスポートをスキャンする

パスポートリーダーもしくはレジ端末をかざすだけ※

で、旅券番号や氏名、国籍など、免税販売に必要な情

報を一度に読み取る事ができます。

※リテールビジネスプランのみ

2.パスポート情報を確認し、印刷

免税帳票の印刷がレシートプリンターやネットワークプ

リンターから行え、国税庁へ自動で送信。データは

CSVでダウンロードも可能です。

国税庁へ

自動で送信



34

インターネットを利用し、免税手続きが大幅に簡略化されます。 ※リテールビジネスプランのみ

機能説明：小売向け 免税販売機能（電子化）

かんたん免税適用 パスポート読み取り 説明・商品の受け渡し

免税の条件など、必要事項を

説明した上で、商品をお渡し。

会計時、かんたんな操作で免

税適用する事ができます。最

低購入金額（一般物品と消耗

品の合算5,000円）などの条

件も、自動計算で対応。

パスポートリーダーもしくはレ

ジ端末をかざすだけ※で、旅

券番号や氏名、国籍など、免

税販売に必要な情報を一度に

読み取る事ができます。

ステップ１ ステップ２ ステップ３

※リテールビジネスプランのみ、iPad・iPhone内蔵カメラによるパスポートの直接読み取りが可能です。
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スマレジの勤怠管理サービス。給与計算・シフト管理などにも最適です。 60日間無料でご利用いただけます。

機能説明：スマレジ・タイムカード

記録された勤怠を元に

自動で給与計算。

外部サービスとも連携可能です。

スタッフから控除の情報を

受け取ったら自動で反映。

事務作業が激減します。

シフトの作成がたったの３ステッ

プ。シフトの希望も自動で集計

できます。

勤務時間を自動で監視・警告。

36協定や社内規定違反を

未然に防ぎます。

給与計算 年末調整シフト作成 労務アラート

様々な打刻方法に対応

・iPhoneやiPadなどの、画面タッチ打刻

・自宅のPC、出先のスマホから打刻

・顔撮影（笑顔認証あり）で打刻

不正防止機能

・パスコード入力

・位置情報（GPS）取得

※タイムカードのご利用にはスマレジ・POSとは別途契約が必要となります。
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実際のスマレジの操作やハードウェアをご覧頂くための ショールームを全国に展開 しております。

事前予約制になっておりますのでお気軽にお電話もしくはオンライン予約をご利用ください。

見て触って体験できる「スマレジ・ショールーム」

スマレジ 品川ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都港区港南2丁目16−2
 太陽生命品川ビル 28F

JR「品川」駅（港南口）より徒歩 3分

（スカイウェイにて直結）

スマレジ 新宿ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都新宿区西新宿7丁目1-12
クロスオフィス新宿502

JR「新宿」駅（西口）より徒歩5分  

都営大江戸線「新宿西口」駅より徒歩1分

スマレジ 恵比寿ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都渋谷区広尾1-1-39 
恵比寿プライムスクエアタワー21F

JR・東京メトロ「恵比寿」駅より徒歩  7分

スマレジ 大阪ショールーム

tel 06-7777-2211
大阪府大阪市中央区本町4-2-12
野村不動産御堂筋本町ビル 3F

御堂筋線「本町」駅（8番出口）より徒歩1分  

中央線「本町」駅（18番出口）より徒歩3分

スマレジ 名古屋ショールーム

tel 052-990-2611
愛知県名古屋市中区栄3-17-15
エフエックスビル 6F-C

地下鉄名城線 「矢場町」駅（6番出口）より徒歩4分  

地下鉄東山線･名城線･名鉄瀬戸線「栄」駅(7番出口)より徒歩5分

スマレジ 福岡ショールーム

tel 092-415-6655
福岡県福岡市博多区博多駅南2−1−5
博多サンシティビル 3F

JR・新幹線「博多駅」筑紫口より徒歩 9分
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まずはご希望の日時で、ご予約下さい。
https://smaregi.jp/f/online
月〜土 10:30-18:30（日・祝除く）

遠方でショールームへのご来場が難しい方、お時間がない方は、 Zoomなどビデオ会議システムを利用し、オンラインでの

説明も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

全国どこからでもご対応！「オンライン相談」

スタッフが対面でご対応 全国どこでも可能 機器動画をご用意

イメージしにくい機器の仕様

は、あらゆるケースを想定した

動画をご用意。

Zoomを使用し、オンラインでス

タッフが対面でお見積もりまで

ご案内。

全国どこでも、お気軽にご相談

いただけます。お時間は約 1時

間程度。

https://smaregi.jp/f/online/?utm_source=online_download&utm_medium=url&utm_campaign=online_download_05

