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富士通のTeamStore/Sは、ファッション・アパレル、ドラッグストアをはじめ、
様々な物販・専門店向けに適用可能なPOSシステムです。
購買履歴照会、価格コントロール、未決管理など充実の機能を搭載しております。
使いやすい画面デザインを追及し、新人・アルバイトの即戦力化に対応できるよう、
直感的で分かりやすい操作性を実現しました。
また、企業経営に不可欠な、環境への配慮や、安心・安全へのニーズにも対応しています。

使いやすさを追求した機能はもちろん、環境への配慮、
お客様への安心・安全の提供にも対応しました。

FUJITSU Retail Solution
TeamStore/S

を支える7つのコンセプト

1 「環境への配慮・省エネ」に貢献

3 簡単・やさしいPOSシステム

5 違算・不正防止機能の強化

2 「安心・安全」への寄与

4 コストの最適化に寄与

6 売上・集客力アップへの貢献

7 運用効率化・分析機能強化
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使いやすさを追求した機能はもちろん、環境への配慮、
お客様への安心・安全の提供にも対応しました。

 ●夜間のデータ通信がなくなり、POSの消費電力を大幅
に削減できます。
 ●昼間にリアルタイムで全店の売上データを本部に集約
でき、迅速な経営判断に貢献します。
 ●電子ジャーナル※により、紙ジャーナルを廃止します。
※所轄税務署への事前申請が必要です。

 ●富士通グループが定める「環境貢献ソリューション」※ 

に認定されています。
※ 富士通研究所が開発した「環境影響評価手法」により、CO2排出量を試算し、15%以上
の削減が見込まれるソリューションを「環境貢献ソリューション」として認定してい
ます。

 ●商品登録時に接客指示メッセージを表示することで、
商品知識が少ない担当者でもミスのない接客が可能に
なります。
 ●高額な商品など、担当者ごとに販売権限を設けること
で、適切な商品の取り扱いが可能になります。
 ●万が一ネットワークやサーバがダウンしても、POS単独 
で売り場運用が可能な仕組みを提供します。

［商品メッセージ表示画面］

旧システム　 TeamStore/S
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1「環境への配慮・省エネ」に貢献

2「安心・安全」への寄与

環境対応

ペーパーレス 業務効率化

商品メッセージ

ダウン対策 販売権限
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新人・アルバイトの即戦力化に対応できるよう、
直感的で分かりやすい操作性を実現しました。

情報の優先度を考慮した文字サイズ、明快な色使いで使いやすさを演出

お買い上げ内容が分かりやすい、 
シンプルなレシート・領収証印字

  マイナス取引時は背景色を変更し、 
誤操作を防止

 簡単に業務切り替えが可能

 ● メニューに戻らずにワンタッチで簡単に業務画面が切り
替わります。売上以外の業務中に接客業務に切り替えら
れるので、お客様をお待たせすることがありません。

 ●返品や取消操作時は背景色が赤く変更され、視覚的に注意
を促します。

 ●同一商品は別々にスキャンして
も、まとめて印字することが可能 
です。

 ●レシートに印字されるバーコー
ドで簡単に返品や取消が可能 
です。

 ● URLをQRコード※1で印字するこ
とで簡単にキャンペーンサイト
などへの誘導が可能です。

 ●領収書は設定で縦タイプか横タ
イプを選択できます。

 ●対象金額以上で自動的に収入印
紙欄を印字します。
（印紙税申告納付運用※2または、
収入印紙貼付運用を選択可能）

※1  QRコード（キューアールコード）は株式会社
デンソーウェーブの登録商標です。

※2 所轄税務署への事前申請が必要です。

 ●テンキーをタッチパネ
ル上で操作可能とした
ことで、キーボードレ
ス運用に対応します。

預/合計押下

【支払登録の例】重要項目は誰でも「よみやすい」文字
サイズを採用
※JIS S 0032 設計指針を元に作成

今見るべき項目を明快な色で強調

業務選択ボタンを画面下部に集約した
ことで、迷わずに操作可能

操作可能なボタン部分を
色で強調し、操作を誘導

TeamPoS7000 Aシリーズ

  キーボードレス運用に対応

3 簡単・やさしいPOSシステム
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新人・アルバイトの即戦力化に対応できるよう、
直感的で分かりやすい操作性を実現しました。

本部で全店分の各種マスタの設定や、POS稼動状況の確認などが可能です。
新機能追加時やメンテナンスプログラム配信時も、本部からの一括操作により店舗側作業を大幅に軽減します。
全店舗のPOSシステム運用を効率的に行い、全社レベルでのコスト最適化に寄与します。

RFIDを利用したスピーディな接客で待ち時間の短縮になります。レジ台の下にRFIDリーダ「カウンターセンサー」を設置する
ことで会計時にRFIDのタグ情報を一括で読取り、売上商品を瞬時に登録することができます。

Four Season

Four Season

設定
反映

TeamStore/S
Webサーバ
DBサーバ

情報
収集

稼動状況確認

プログラム更新
マスタ反映

稼動状況 稼動状況を一覧で確認

単品マスタ設定

本　部店　舗
Four Season

Four Season

設定
反映

Four Season

Four Season

設定
反映

POSで商品ごとに1点ずつ
バーコードスキャンして会計

商品を瞬時に複数一括検知して会計

※カウンターセンサーとはカウンターでの
　RFID読取り/書込みに最適な富士通フロンテック
　の製品です。近傍のみを正確に読取り/書込み、
　隣接する空間での「読み過ぎ」を防止します。

※設置台は、電磁波透過可能な材質であること
　が必要です。

カウンターセンサー
（リーダライタ部）

カウンターセンサー
（アンテナ部）

RFID適用

 RFIDによる売上登録機能を標準搭載

プログラムの更新・マスタの変更・稼動状況確認を本部から一括管理

4 コストの最適化に寄与
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［バンドル商品登録］

管理面でのトラブルを未然に防止

購買履歴やポイント管理機能により優良顧客を固定化

 価格コントロール機能による価格戦略の強化

 お客様へのプロモーションやサービスの向上が 
可能なカスタマー LCDに対応

 ●担当者ごとに業務権限を設定し、誤操作や不正操作を防止します。

 ● 会員コードと対象期間をキーに、全店の購買履歴情報が参照可能です。

 ●複数の価格設定がされている場合、自動的に最安価の価格を採用
します。

静止画と動画の双方に対応しており、様々なフォーマットで作成 
されたコンテンツを簡単に表示することが可能です。

 ●現金/現外報告、精算を連続して実行するので、締め処理で確実に
違算チェックを行うことができます。

 ●付与/還元されたポイントがリアルタイムに本部集中管理されるた
め、お客様が同一日に別の店舗で買い物をしても安心です。

 ●期間別/ボーナスポイントなどポイント付与の設定ができ、競合店
を意識したポイント戦略に柔軟に対応します。

 ●会員ランク別のポイントレート設定により優良顧客の囲い込みが
可能となります。

 ●電子ジャーナルの検索機能を利用して、過去の取引を簡単に参照
することができます。

 ●自動釣銭釣札機と連携することで、正確なお釣りの払い出しが 
可能となり、現金管理の負荷を軽減します。

 ●交通系ICカードリーダやクレジットサーバと連携した決済や、クレ 
ジット端末連携により、お支払い金額の二度打ちが不要となり操作 
ミスを抑止します。

 ●クレジットサーバとの連携では、決済時のお客様サインを電子データ 
で取得・保管できるサインパッドの接続にも対応しています。

［業務権限］
エラーメッセージを
表示し、不正な処理を
未然に防止

 

［連動精算］「現金報告」→「現外報告」→「精算」を連続実行
業務権限による不正操作防止

購買履歴をリアルタイムで参照でき接客に貢献

特売・組合せ・会員価格など柔軟で多彩な価格設定

連動清算機能で違算チェック漏れの防止

本部集中型ポイント管理で買い回りにも対応

電子ジャーナルによる取引確認

自動釣銭釣札機連携により現金管理の負荷を軽減

クレジット/電子マネー処理での二度打ち不要

カスタマー LCD（15型）表示例

標準価格/店舗別価格以外の設定価格を採用した場合には、マーク
表示されます。

特売

バンドルミックスマッチ（組合せ）

タイムサービス 会員 セット

5 違算・不正防止機能の強化

6 売上・集客力アップへの貢献
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 ●商品の販売動向がリアルタイムで、本部にデータ集計されます。
　 ※MDシステム、BOシステムと連携することで、例えば在庫状況確認や仕入/発注との連動につなげることができます。

 ●店舗側のPOS精算時間が、大幅に短縮されます。

富士通は小売業様向けのソリューションをトータルコーディネートいたします。

 ●取引速報や日報/累計報が、本部端末・
店舗端末・POSに関わらず、参照可能 
です。売上状況をタイムリーに確認し
ながら店舗運営を行うことができます。

閉店時間が短縮でき、
店舗運営を効率化

TeamStore/STeamStore/SMDシステム※

BOシステム

店別受払
データ

連携 店別売上
データ

店舗の販売状況が
リアルタイムに確認可能

店　舗本　部

会計情報
人事給与情報

クレジット請求

マーケティング

ストアフロント業務

仕入
在庫 配分

移動

分析 評価

予算

発注売上
MDサイクル
の構築

マーチャンダイジング 

取引先連携
 

用度品発注/勤怠

TeamStore/S

Pastel Plus GLOVIA smart

GLOVIA smart
RSSide

GLOVIA smart
RSSide

Chain Flow

WebSERVEsmart
顧客分析ソリューション

WebSERVE/クレジット管理

データベース（SQL Server）の共有化が可能です。 RFIDの連携が可能です。
店舗業務全体で利用すると様々な活用方法で更に効果が発揮できます。

バックオフィス業務

［取引別点検］ ［部門別点検］

7 運用効率化・分析機能強化

売上情報をリアルタイムに把握し、効率的な店舗・本部運営を実現

店舗経営を、トータルにバックアップ
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製品・サービスについてのお問い合わせは

●本カタログに掲載されている内容については、改善などのため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログはFSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方法を採用しています。

http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/industry/retail/pos/

営業本部
店舗ソリューション営業統括部 店舗販売推進部

03-6252-2649（直通）
富士通フロンテック株式会社  〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

 店舗機能体系

 システム構成例

POS登録

【売上】 
担当者登録 
販売員登録
販売区分登録 
免税登録
会員登録 
客数登録 
客層登録 
商品登録 
支払登録  
• 現金・券類
• オフラインクレジット
• 売掛　他

【取消】【返品】

【返品取消】

【入金/出金】

【両替】【領収書】

点検・照会

【点検】
• グループ別
• 部門別
• クラス別
• 単品別
• 販売員別
• 担当者別
• 取引別
• 時間帯別
• 客層別

【照会】
• 会員購買履歴
• 電子ジャーナル検索

マスタ・プリセット

【マスタ設定】
組織
店舗グループ
店舗
端末 
担当者
客層 
グループ
部門
クラス
PLU 
会員価格  
特売
バンドルミックス
レシートメッセージ

【プリセット】 
タッチパネル
キーボード

精算・保守・その他

【精算】
• 現金報告
• 現外報告
• 精算

【保守】
• マスタダウンロード
• 稼動状況確認

【お知らせ】
• メール送受信

【練習モード】
• POS登録の
トレーニング

オプション機能

● クレジットセンタ接続
• クレジット決済 
● クレジット端末接続
• クレジット支払
• デビット支払
• 電子マネー支払

● 未決管理 
• 未決承り/未決入金 
• 未決解約　

● ポイント 
• 発行/値引/支払
• 部門ポイント倍率設定
• 商品ポイント倍率設定
• お買物券発行
• 会員ランク別ポイント 
 レート

● 自動釣銭釣札機接続
● 銀聯センタ接続
• 銀聯カード決済

［本部集中運用］

［店舗クローズ運用］

DBサーバ
本部 端末

Webサーバ

店舗端末 POS端末

POS端末 POS端末

・・・・・

ブロードバンド
回線

（IP-VPN）

店舗A

店舗B

本　部

店　舗
POS端末 POS端末本部 端末

Web&DBサーバ

・・・

 ●店舗業務の規模に応じてサーバ構成や台数を選択することで、柔軟な 
システム構築が可能です。

 ● POS端末については、店
舗との調和性や使い勝手
に応じてTeamPoS7000シ 
リーズの豊富なライン
ナップから選択すること
が可能です。

TeamPoS7000

Aシリーズ Cシリーズ Mシリーズ
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