
環境要素が、自社製品または
市場製品との比較において
トップレベル。

グリーン製品

様々なチェックアウトのニーズに応える
お客様にもチェッカー様にもやさしいPOSシステム。

量販店向けPOSシステム
TeamStore/M
FUJITSU Retail Solution

様々なPOS周辺機器から選択できます。
チェックアウトスタイルや使用用途に応じて、最適な周辺機器の組み合わせが可能です。

インターネットで製品情報がご覧になれます。 http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/industry/retail/pos/

●この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。
●このカタログは、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式を採用しています。

顧客マーケティング

情報共有

情報分析

会計・人事・給与

基幹MD

店　舗

WebEDI

お取引先様

売上情報発注情報

CHANNEL Valueスキャン
チェック

店舗経営を、トータルにバックアップ
POSシステムだけでなく、本部システムや基幹システム、情報分析などトータルにソリューション提案いたします。

Tomorrowchain

Tomorrowchain

ChainFlow

GLOVIA smart
量販店

GLOVIA smart
会計情報システム

GLOVIA smart
人事給与システム

TreasureMART

GLOVIA smart
ポータル

enabled
GLOVIA smart

手持ち式カメラスキャナタッチスキャナ ガンスキャナ

enabled
GLOVIA smart

自動釣銭・釣札機
（モデル F77）

量販店向けスキャナセット グローリー（株）製
硬貨・紙幣レジつり銭機
「RT-300/RAD-300」

グローリー（株）製
包装硬貨管理機「WD-300A」

グローリー（株）製
包装硬貨管理機「WD-300B」

大型ドロア 薄型ドロア

FUJITSU Retail Solution
TeamStore/M

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通株式会社   

富士通コンタクトライン（総合窓口）

0120-933-200
受付時間  9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く）

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター

CF6671-7-2016年7月AP



対応

監視

コール

レシート情報のメール配信機能

安心・安全な運用やスピーディーな導入を実現するサービス商品を提供いたします。
●「ヘルプデスク・リモート監視サービス」による運用サポート
店舗システムに関する「すべてのコール」をヘルプデスクにて一元化し、本部様における店舗システムサポートの負荷を軽減いたします。

● 本部にストアサーバを設置・集約し、サーバ台数を削減
● 開店/閉店処理を本部で監視
● 電子ジャーナル※による、紙ジャーナル廃止
● 電子棚札システムとの連携により、プライスカードの書き換え・貼り換え不要
● レシート印字機能強化によるロール紙の節約
　 ※所轄税務署への事前申請が必要です。

● 賞味・消費期限切れ情報を、商品登録辞典でチェック可能
 （GS1 データバー対応）
● 販売禁止商品をスキャン時に判別し、誤販売を抑止

［消費期限切れ確認画面例］

7 運用効率化を実現するサービスの提供

6 「食の安心・安全」への寄与

5 「環境への配慮・省エネ」に貢献

店 舗

【ヘルプデスクサービス】
・24時間365日店舗コールをワンストップ対応 等

【リモート監視サービス】
・小売業に特化した監視で、早朝深夜のトラブルを防止 等

●QAコール受付対応
●トラブルコール受付
●操作支援/障害振分け 等

ヘルプデスク 監視センター
●店舗業務監視
 （開閉店監視 等）
●センター監視
 （集配信監視 等）

免税対応
増加する外国人のお客様の免税取引について、標準パッケージの範囲で、ランニングコストゼロで導入できます。

パスポートの
お預かり

①
免税取引
宣言

③
商品登録
④

取引完了
（商品明細書3枚の印刷）

⑤
購入記録票、

購入者誓約書の作成

⑥
購入品の包装、
パスポートの返却

⑦レーンPOS

サービスカウンター

［購入記録票、購入者誓約書］

一般品/
消耗品の判別

②

システム対応

商品明細書

商品明細書を
貼付け

パスポート情報
の記入チェッカー様

による判別

商品
明細書

お買上げ明細情報を、お客様の携帯電話・パソコンにメール配信。1週間、1ヶ月の
累積データ情報を配信することで、お客様は簡単に家計簿を作成できます。また、
レシートへのお買上げ明細印字を省略することにより、レシート用紙の節約もで
きます。

CO2排出量比較（ストアサーバ本部設置の場合）

旧システム　 TeamStore/M

CO
2
排
出
量（
％
）

100

80

60

40

20

0

2.3

1.7

31.3%
削減

IT・ネットワーク
機器電力
倉庫スペース
オフィススペース
物の移動
物の使用量

※POS台数：400台規模の量販店のケース

14.9

64.8

16.2

8.7

51.9

8.1

食への不安

品質管理 期限管理

8

1

2

3

4

5

6

7

TeamStore/Mは、量販店様のニーズに合わせて、
様々なチェックアウトのスタイルを実現できます。
TeamStore/Mは、食品スーパーを始めとした様々な量販店チェーンの
幅広いニーズに応えられるPOSシステムです。
多様化するお客様の要望や、地域密着の細やかなサービスを実現するための
新しいチェックアウト・ソリューションのすべてをワンストップでご提供いたします。
円滑な店舗経営のために必要な機能と、シンプルで使いやすい操作性により、
お客様の快適性、チェッカー様の生産性、お店のブランド力を向上します。

簡単・やさしいPOSシステム

コストの最適化に寄与

金銭管理・セキュリティ機能の強化

売上・集客力アップへの貢献

「環境への配慮・省エネ」に貢献

「食の安心・安全」への寄与

運用効率化を実現するサービスの提供

を支える7つのコンセプト

FUJITSU Retail Solution
TeamStore/M

1

使いやすさと分かりやすさにこだわった
店員様に優しいPOSターミナルです。

使いやすさを追求したPOSオペレーター画面

スムーズな商品登録業務をサポートする
チェックアウトレーン

● 大手コンビニ等でしかできなかった収納代行サービスの提供により、手数料収入が得られます。
 （全国10,000以上の企業・公的施設のバーコード付納付書が受付可能）
● 新たなハードウェアの投資が不要、かつ少ないコストで運用可能です。

見やすいレシート
必要な情報を分かりやすいデザインで
大きく表示し、操作性を大幅に向上

キーボードとスキャナの一体感を追求し、
スムーズな商品登録を実現

金額表示が大きくはっきりと見やすい！！

次の操作が分かりやすい！！

文字が大きく
見やすい！！

必要な情報を
詳しく表示！！

レシート印字機能強化による
用紙の削減

収納代行機能

行間縮小/縮小ロゴにした場合　 標準設定の場合

12mm

18.75mm

領収書印字機能強化

※所轄税務署への事前申請が必要です。

％
減
の
長
さ
で
印
字
可
能

20
約

大型店舗（総合スーパー） 小規模店舗（地域密着型スーパー） 会員型・高級店舗

まとめ買い、家族そろって
郊外、駅前・ロードサイド

日常の買い物、会社帰り、子供づれ、
高齢者、ベッドタウン駅前、住宅地

少量・高価格、こだわりショッピング、富裕層、
LOHAS、商業地域、高級住宅地

利用スタイル

チェックアウトのニーズチェックアウトのニーズ

レジ待ち削減

多様な利用者、
売り場にあった利便性向上

地域に親しまれる、
きめ細やかなサービス

新たなチェックアウトの方向性　　新チェックアウト ソリューションをご提供

セ
ル
フ

有
人

フルサービス

セルフ
チェックアウト

2人制レーンPOS

セルフ
ペイメント

● 複数お買上げ商品、バンド
ル/ミックスマッチ商品をま
とめて印字します。

● レシートに印字されるバー
コードで簡単に返品や取
消操作ができます。

● 対象金額以上で印紙欄を
自動印刷します。

● 領収書とレシート明細を一体化した印字もできます。

● 縮小ロゴ機能を使用することにより、12mm
の余白部分にロゴ印字が可能です。

● レシートの行間をシステム設定にて変更する
ことで、印字スペースの削減が可能です。従来
の約20%減の長さで印字できるため、用紙の
コストダウンが図れます。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
回
線

ストアサーバを本部に設置し、ネットワーク経由で店舗と連携

LAN 
（有線/無線）

チェックアウトレーン

店舗内クライアント・サーバシステム

本 部
店舗B

店舗A

店舗C

本部で全店分の商品マスタや、電子多項目キーボードの設定、全店のPOS運用状況の確認などが可能です。
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。
 

「本部設置ストアサーバ」を本部に設置することで、お店のシステム運用負荷を低減

2 コストの最適化に寄与

お客様のニーズに合わせ、新たなチェックアウトのコンセプトを提案

買い物の満足感を高める
プレミアムなサービス

人によるホスピタリティの
高いサービスを提供

お客様自身で商品登録からお会計まで

商品登録はチェッカー様、
お会計はお客様で 自動釣銭機・釣札機による金銭管理の強化

セキュリティ機能の強化

レジ作業負荷の低減

正確なお釣の払い出しが可能となり店員様のマネーストレスを低減
します。

お預り金を釣銭釣札機で自動認識するため手入力ミスによる違算が
なくなります。

現金関連作業が軽減

電子ジャーナルにより、様々な検索条件から必要な情報を
参照し、取引の確認が可能。

3 金銭管理・セキュリティ機能の強化

釣銭釣札機内に現金を残し翌日の
釣銭準備金に流用する残置機能を搭載。
レジ締め時の回収作業・開店時の
補充作業時間を短縮します。

お客様 店舗 収納委託
企業

信用金庫
ネットワーク

POS

払込票

受領証

収納
データ

収納
データ

ヘルプ
デスク

受領証

導入・運用
サポートセンター

収納突合せ

チェックアウトレーン

クライアントPC
・価格メンテナンス
・自店舗/他店舗の売上参照

・売上管理
・価格管理

店舗設置
ストアサーバ

LAN 
（有線/無線）

従来どおり、ストアサーバを店舗に
設置するシステム構成も可能

全店管理サーバ
各店舗情報を一括更新します。

全店速報サーバ
各店舗の売上データを

集計します。
各店舗のPOSターミナルを
一括管理します。

本部設置ストアサーバ

システム監視サーバ
各サーバの状態を監視します。

不正取引

内部統制

金銭管理
トラブル

特売品やよく売れる商品のボタンを大きくして、見つかりやすい・
押しやすいボタン配置を実現できます。
　・ 2倍 × 2倍サイズ　・ 1倍 × 2倍サイズ　・ 2倍 × 1倍サイズ

収納代行業者

5 62



音声読み上げ機能

15型のディスプレイに対応
●見やすい大型画面を採用することにより、チェッカー様の負担を軽減します。
●キーボタンが大きくなるため、押しやすくなります。

● トレー商品を傾けずにバーコードを見
ながらスキャンできます。

●店員様の聞きやすい音色、音量に変更
可能です。

● GS1データバーの読み取りができます。

● ダスタートレイを標準装備しております
ので、ダスターをすっきりと収納できます。

● 使用時はケーブルが伸び、未使用時は
カウンター内部にケーブルを収納できる、
リール式タッチスキャナをオプション
で選択いただけます。

● フラットな背面を採用しており、POPや
お知らせなどを貼り付け、プロモーショ
ンに活用いただけます。

TeamStore/Mは、お客様にとってやさしく、お店にとって使いやすい機能を
とことん追及したモデルを幅広く揃えています。

キーボード手前にポイント
カード・領収書印等を押せ
るフラットスペースを確保
しました。

検銭台には手掛かりをつ
け、小銭が取りやすいよう
に配慮しました。

●値引き情報を備えたラベルを印
刷することで、値引きラベル発行
の手間が大幅に削減でき、POSの
値引き操作も不要です。

印鑑・ボールペンなどは取
りやすい位置にトレイを用
意しました。

操作しやすいシンプルキー
ボード。キー数は少なく、テ
ンキーは大きく読みやすい
書体を採用しました。

2人制レーンPOS

お客様への使いやすさと、お店への導入のしやす
さを追及したセルフチェックアウトシステムを提供
します。

チェッカー様とキャッシャー様によるホスピタリティの高いサービスの提供が可能です。

1 簡単・やさしいPOSシステム

最新のカメラ型スキャナ

量販店向けスキャナセット

スキャニングステーション（SS）

操作する方にやさしい

お客様に、よりわかりやすい

小型カスタマーLCD

セルフチェックアウトシステム

店員用端末
［アテンダントステーション］

お客様用端末
［カスタマーステーション］

●値引きラベル（サンプル）

商品価格、合計額を音声で読み上げる機能がご利用可能になりました。
高齢者や外国人の雇用促進をサポートします。

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/SR

「TeamPoS/SP」は、商品スキャンはチェッカー様、
会計はお客様自身で行っていただく新しいチェック
アウトスタイルを実現するセルフペイメントシステ
ムです。チェッカー様のペースですばやく商品スキ
ャンを行い、お客様のペースで焦らずお支払いが
できますので、お客様およびチェッカー様の満足度
を向上できます。

セルフペイメントシステム

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/SP

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/7000Mシリーズ

● 最新のカメラ型スキャナにより、
商品バーコードと値引きラベルの
同時読み取りにも対応しました。

POSログイン認証方式としてスムーズな処理を
実現する「手のひら静脈認証」に対応しています。

● 手のひらをかざすだけで、チェッカー様のログインをスムーズに行えます。
● 外部の人事、給与サーバに勤務実績を連携します。
 ※オプションソフトによる提供機能

登録中の商品情報を確
認できることで、お客様
に安心してチェックアウト
していただけます。

商品をスキャンするたびに
音声合成ソフトが、商品の
価格を読み上げます。

小計押下時は、お買上げの
合計額を読み上げます。

198 円
 ひゃくきゅうじゅうはちえん

①商品スキャン
②現外券（商品券、クーポンなど）登録
③ご精算券出力 or ペイメントステーション指定

ペイメントステーション（PS）
①ご精算券バーコードスキャン
②お支払い
③レシート出力

ご精算券

ペイメントステーション指定

or

レシート

合計額は、696円です。
ごうけいがくは、ろっぴゃくきゅうじゅうろくえんです。

498 円
よんひゃくきゅうじゅうはちえん

4 売上・集客力アップへの貢献

充実したポイントサービスにより、優良顧客を固定化

※オプションとしてのご提供

様々なポイント付与設定が可能

クーポン券機能の充実

カテゴリ

ランク

● 磁気カード、バーコードカード方式

● 期間、部門・単品ごとにポイント付与率を設定

● お誕生日に特別付与ポイントとメッセージを設定

● お買物袋持参のお客様にエコポイントを設定

● 見やすいクーポン券
 ・クーポン券に画像データの印字が可能
● 特定会員向けクーポン券
 ・商品だけではなく、次回取引を条件としたクーポン券の発券に対応
 ・発行回数制限機能により、柔軟なクーポンサービスを実現
● バーコード付きクーポン券
 ・バーコードによるクーポン券登録の簡素化を実現

One to Oneマーケティングを実現する
FSP機能により、効果の高いプロモーションを実現※

お客様の属性（性別・年齢など）で分類が可能
お客様の来店頻度やお買上げ金額に応じて
最大10段階の分類が可能

A
B

A
B A B

C A
B

C

C

安心なシステム運用実現のために。ホワイトリスト方式のPOSセキュリティ対策ソフトを提供※

POSセキュリティ対策ソフト（ホワイトリスト方式）を導入するメリット

スキャンエンジン/パターンファイルの更新作業が不要

ウイルススキャンの実行が不要のため、システム負荷を大幅に低減

パターンファイルにない、未知のウイルスの実行を阻止

POSセキュリティ対策ソフト
ディスク

ホワイトリスト登録許可ファイル 登録外の
ファイルを
検出し阻止

登録許可ファイル
のみ実行登録外の

ファイル

実行の試み
実行阻止
挙動をログ

実行

実行阻止
挙動をログ

自動更新が不要のため、システム検証作業を極小化

パターンファイル更新が不要のため、性能劣化を抑制

※オプションとしてのご提供

カウンター
POS

レーン
POS

本部ストアサーバ

ハウスカード
共通処理

クライアントPC

店 舗 本 部
FIPセンターお客様

自宅

チャージ

取消/返品

専用線

自社オリジナルの電子マネーとして、キャッシュレスで取引を行えます。お客様の囲い込みが狙えます。
お客様としても、お釣りのないスムーズなチェックアウトや入金時のプレミアム加算といったメリットがあります。

ハウスカード機能

ハウスカードの購入

ハウスカードの利用

パソコン/携帯/スマートフォンでの残高照会

ハウスカード発行企業様

カード発行

残高照会

カード支払

運用管理

残高管理

履歴管理

実績管理
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使いやすさと分かりやすさにこだわった
店員様に優しいPOSターミナルです。

使いやすさを追求したPOSオペレーター画面

スムーズな商品登録業務をサポートする
チェックアウトレーン

● 大手コンビニ等でしかできなかった収納代行サービスの提供により、手数料収入が得られます。
 （全国10,000以上の企業・公的施設のバーコード付納付書が受付可能）
● 新たなハードウェアの投資が不要、かつ少ないコストで運用可能です。

見やすいレシート
必要な情報を分かりやすいデザインで
大きく表示し、操作性を大幅に向上

キーボードとスキャナの一体感を追求し、
スムーズな商品登録を実現

金額表示が大きくはっきりと見やすい！！

次の操作が分かりやすい！！

文字が大きく
見やすい！！

必要な情報を
詳しく表示！！

レシート印字機能強化による
用紙の削減

収納代行機能

行間縮小/縮小ロゴにした場合　 標準設定の場合

12mm

18.75mm

領収書印字機能強化

※所轄税務署への事前申請が必要です。

％
減
の
長
さ
で
印
字
可
能

20
約

大型店舗（総合スーパー） 小規模店舗（地域密着型スーパー） 会員型・高級店舗

まとめ買い、家族そろって
郊外、駅前・ロードサイド

日常の買い物、会社帰り、子供づれ、
高齢者、ベッドタウン駅前、住宅地

少量・高価格、こだわりショッピング、富裕層、
LOHAS、商業地域、高級住宅地

利用スタイル

チェックアウトのニーズ

レジ待ち削減

多様な利用者、
売り場にあった利便性向上

地域に親しまれる、
きめ細やかなサービス

新たなチェックアウトの方向性　　新チェックアウト ソリューションをご提供

セ
ル
フ

有
人

フルサービス

セルフ
チェックアウト

2人制レーンPOS

セルフ
ペイメント

● 複数お買上げ商品、バンド
ル/ミックスマッチ商品をま
とめて印字します。

● レシートに印字されるバー
コードで簡単に返品や取
消操作ができます。

● 対象金額以上で印紙欄を
自動印刷します。

● 領収書とレシート明細を一体化した印字もできます。

● 縮小ロゴ機能を使用することにより、12mm
の余白部分にロゴ印字が可能です。

● レシートの行間をシステム設定にて変更する
ことで、印字スペースの削減が可能です。従来
の約20%減の長さで印字できるため、用紙の
コストダウンが図れます。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
回
線

ストアサーバを本部に設置し、ネットワーク経由で店舗と連携

LAN 
（有線/無線）

チェックアウトレーン

店舗内クライアント・サーバシステム

本 部
店舗B

店舗A

店舗C

本部で全店分の商品マスタや、電子多項目キーボードの設定、全店のPOS運用状況の確認などが可能です。
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。
 

「本部設置ストアサーバ」を本部に設置することで、お店のシステム運用負荷を低減

2 コストの最適化に寄与

お客様のニーズに合わせ、新たなチェックアウトのコンセプトを提案

買い物の満足感を高める
プレミアムなサービス

人によるホスピタリティの
高いサービスを提供

お客様自身で商品登録からお会計まで

商品登録はチェッカー様、
お会計はお客様で 自動釣銭機・釣札機による金銭管理の強化

セキュリティ機能の強化

レジ作業負荷の低減

正確なお釣の払い出しが可能となり店員様のマネーストレスを低減
します。

お預り金を釣銭釣札機で自動認識するため手入力ミスによる違算が
なくなります。

現金関連作業が軽減

電子ジャーナルにより、様々な検索条件から必要な情報を
参照し、取引の確認が可能。

3 金銭管理・セキュリティ機能の強化

釣銭釣札機内に現金を残し翌日の
釣銭準備金に流用する残置機能を搭載。
レジ締め時の回収作業・開店時の
補充作業時間を短縮します。

お客様 店舗 収納委託
企業

信用金庫
ネットワーク

POS

払込票

受領証

収納
データ

収納
データ

ヘルプ
デスク

受領証

導入・運用
サポートセンター

収納突合せ

チェックアウトレーン

クライアントPC
・価格メンテナンス
・自店舗/他店舗の売上参照

・売上管理
・価格管理

店舗設置
ストアサーバ

LAN 
（有線/無線）

従来どおり、ストアサーバを店舗に
設置するシステム構成も可能

全店管理サーバ
各店舗情報を一括更新します。

全店速報サーバ
各店舗の売上データを

集計します。
各店舗のPOSターミナルを
一括管理します。

本部設置ストアサーバ

システム監視サーバ
各サーバの状態を監視します。

不正取引

内部統制

金銭管理
トラブル

特売品やよく売れる商品のボタンを大きくして、見つかりやすい・
押しやすいボタン配置を実現できます。
　・ 2倍 × 2倍サイズ　・ 1倍 × 2倍サイズ　・ 2倍 × 1倍サイズ

収納代行業者
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音声読み上げ機能

15型のディスプレイに対応
●見やすい大型画面を採用することにより、チェッカー様の負担を軽減します。
●キーボタンが大きくなるため、押しやすくなります。

● トレー商品を傾けずにバーコードを見
ながらスキャンできます。

●店員様の聞きやすい音色、音量に変更
可能です。

● GS1データバーの読み取りができます。

● ダスタートレイを標準装備しております
ので、ダスターをすっきりと収納できます。

● 使用時はケーブルが伸び、未使用時は
カウンター内部にケーブルを収納できる、
リール式タッチスキャナをオプション
で選択いただけます。

● フラットな背面を採用しており、POPや
お知らせなどを貼り付け、プロモーショ
ンに活用いただけます。

TeamStore/Mは、お客様にとってやさしく、お店にとって使いやすい機能を
とことん追及したモデルを幅広く揃えています。

キーボード手前にポイント
カード・領収書印等を押せ
るフラットスペースを確保
しました。

検銭台には手掛かりをつ
け、小銭が取りやすいよう
に配慮しました。

●値引き情報を備えたラベルを印
刷することで、値引きラベル発行
の手間が大幅に削減でき、POSの
値引き操作も不要です。

印鑑・ボールペンなどは取
りやすい位置にトレイを用
意しました。

操作しやすいシンプルキー
ボード。キー数は少なく、テ
ンキーは大きく読みやすい
書体を採用しました。

2人制レーンPOS

お客様への使いやすさと、お店への導入のしやす
さを追及したセルフチェックアウトシステムを提供
します。

チェッカー様とキャッシャー様によるホスピタリティの高いサービスの提供が可能です。

1 簡単・やさしいPOSシステム

最新のカメラ型スキャナ

量販店向けスキャナセット

スキャニングステーション（SS）

操作する方にやさしい

お客様に、よりわかりやすい

小型カスタマーLCD

セルフチェックアウトシステム

店員用端末
［アテンダントステーション］

お客様用端末
［カスタマーステーション］

●値引きラベル（サンプル）

商品価格、合計額を音声で読み上げる機能がご利用可能になりました。
高齢者や外国人の雇用促進をサポートします。

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/SR

「TeamPoS/SP」は、商品スキャンはチェッカー様、
会計はお客様自身で行っていただく新しいチェック
アウトスタイルを実現するセルフペイメントシステ
ムです。チェッカー様のペースですばやく商品スキ
ャンを行い、お客様のペースで焦らずお支払いが
できますので、お客様およびチェッカー様の満足度
を向上できます。

セルフペイメントシステム

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/SP

FUJITSU Retail Solution
TeamPoS/7000Mシリーズ

● 最新のカメラ型スキャナにより、
商品バーコードと値引きラベルの
同時読み取りにも対応しました。

POSログイン認証方式としてスムーズな処理を
実現する「手のひら静脈認証」に対応しています。

● 手のひらをかざすだけで、チェッカー様のログインをスムーズに行えます。
● 外部の人事、給与サーバに勤務実績を連携します。
 ※オプションソフトによる提供機能

登録中の商品情報を確
認できることで、お客様
に安心してチェックアウト
していただけます。

商品をスキャンするたびに
音声合成ソフトが、商品の
価格を読み上げます。

小計押下時は、お買上げの
合計額を読み上げます。

198 円
 ひゃくきゅうじゅうはちえん

①商品スキャン
②現外券（商品券、クーポンなど）登録
③ご精算券出力 or ペイメントステーション指定

ペイメントステーション（PS）
①ご精算券バーコードスキャン
②お支払い
③レシート出力

ご精算券

ペイメントステーション指定

or

レシート

合計額は、696円です。
ごうけいがくは、ろっぴゃくきゅうじゅうろくえんです。

498 円
よんひゃくきゅうじゅうはちえん

4 売上・集客力アップへの貢献

充実したポイントサービスにより、優良顧客を固定化

※オプションとしてのご提供

様々なポイント付与設定が可能

クーポン券機能の充実

カテゴリ

ランク

● 磁気カード、バーコードカード方式

● 期間、部門・単品ごとにポイント付与率を設定

● お誕生日に特別付与ポイントとメッセージを設定

● お買物袋持参のお客様にエコポイントを設定

● 見やすいクーポン券
 ・クーポン券に画像データの印字が可能
● 特定会員向けクーポン券
 ・商品だけではなく、次回取引を条件としたクーポン券の発券に対応
 ・発行回数制限機能により、柔軟なクーポンサービスを実現
● バーコード付きクーポン券
 ・バーコードによるクーポン券登録の簡素化を実現

One to Oneマーケティングを実現する
FSP機能により、効果の高いプロモーションを実現※

お客様の属性（性別・年齢など）で分類が可能
お客様の来店頻度やお買上げ金額に応じて
最大10段階の分類が可能

A
B

A
B A B

C A
B

C

C

安心なシステム運用実現のために。ホワイトリスト方式のPOSセキュリティ対策ソフトを提供※

POSセキュリティ対策ソフト（ホワイトリスト方式）を導入するメリット

スキャンエンジン/パターンファイルの更新作業が不要

ウイルススキャンの実行が不要のため、システム負荷を大幅に低減

パターンファイルにない、未知のウイルスの実行を阻止

POSセキュリティ対策ソフト
ディスク

ホワイトリスト登録許可ファイル 登録外の
ファイルを
検出し阻止

登録許可ファイル
のみ実行登録外の

ファイル

実行の試み
実行阻止
挙動をログ

実行

実行阻止
挙動をログ

自動更新が不要のため、システム検証作業を極小化

パターンファイル更新が不要のため、性能劣化を抑制

※オプションとしてのご提供

カウンター
POS

レーン
POS

本部ストアサーバ

ハウスカード
共通処理

クライアントPC

店 舗 本 部
FIPセンターお客様

自宅

チャージ

取消/返品

共通処理
専用線

自社オリジナルの電子マネーとして、キャッシュレスで取引を行えます。お客様の囲い込みが狙えます。
お客様としても、お釣りのないスムーズなチェックアウトや入金時のプレミアム加算といったメリットがあります。

ハウスカード機能

ハウスカードの購入

ハウスカードの利用

パソコン/携帯/スマートフォンでの残高照会

ハウスカード発行企業様

カード発行

残高照会

カード支払

運用管理

残高管理

履歴管理

実績管理
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対応

監視

コール

レシート情報のメール配信機能

安心・安全な運用やスピーディーな導入を実現するサービス商品を提供いたします。
●「ヘルプデスク・リモート監視サービス」による運用サポート
店舗システムに関する「すべてのコール」をヘルプデスクにて一元化し、本部様における店舗システムサポートの負荷を軽減いたします。

対応

監視

コール

店舗システムに関する「すべてのコール」をヘルプデスクにて一元化し、本部様における店舗システムサポートの負荷を軽減いたします。

● 本部にストアサーバを設置・集約し、サーバ台数を削減
● 開店/閉店処理を本部で監視
● 電子ジャーナル※による、紙ジャーナル廃止
● 電子棚札システムとの連携により、プライスカードの書き換え・貼り換え不要
● レシート印字機能強化によるロール紙の節約
　 ※所轄税務署への事前申請が必要です。

● 賞味・消費期限切れ情報を、商品登録辞典でチェック可能
 （GS1 データバー対応）
● 販売禁止商品をスキャン時に判別し、誤販売を抑止

［消費期限切れ確認画面例］

7 運用効率化を実現するサービスの提供

6 「食の安心・安全」への寄与

5 「環境への配慮・省エネ」に貢献

店 舗

【ヘルプデスクサービス】
・24時間365日店舗コールをワンストップ対応 等

【リモート監視サービス】
・小売業に特化した監視で、早朝深夜のトラブルを防止 等

●QAコール受付対応
●トラブルコール受付
●操作支援/障害振分け 等

ヘルプデスク 監視センター
●店舗業務監視
 （開閉店監視 等）
●センター監視
 （集配信監視 等）

免税対応
増加する外国人のお客様の免税取引について、標準パッケージの範囲で、ランニングコストゼロで導入できます。

パスポートの
お預かり

①
免税取引
宣言

③
商品登録
④

取引完了
（商品明細書3枚の印刷）

⑤
購入記録票、

購入者誓約書の作成

⑥
購入品の包装、
パスポートの返却

⑦レーンPOS

サービスカウンター

［購入記録票、購入者誓約書］

一般品/
消耗品の判別

②

システム対応

商品明細書

商品明細書を
貼付け

パスポート情報
の記入チェッカー様

による判別

商品
明細書

お買上げ明細情報を、お客様の携帯電話・パソコンにメール配信。1週間、1ヶ月の
累積データ情報を配信することで、お客様は簡単に家計簿を作成できます。また、
レシートへのお買上げ明細印字を省略することにより、レシート用紙の節約もで
きます。

CO2排出量比較（ストアサーバ本部設置の場合）

旧システム　 TeamStore/M

CO
2
排
出
量（
％
）

100

80

60

40

20

0

2.3

1.7

31.3%
削減

IT・ネットワーク
機器電力
倉庫スペース
オフィススペース
物の移動
物の使用量

※POS台数：400台規模の量販店のケース

14.9

64.8

16.2

8.7

51.9

8.1

食への不安

品質管理 期限管理

8

1

2

3

4

5

6

7

TeamStore/Mは、量販店様のニーズに合わせて、
様々なチェックアウトのスタイルを実現できます。
TeamStore/Mは、食品スーパーを始めとした様々な量販店チェーンの
幅広いニーズに応えられるPOSシステムです。
多様化するお客様の要望や、地域密着の細やかなサービスを実現するための
新しいチェックアウト・ソリューションのすべてをワンストップでご提供いたします。
円滑な店舗経営のために必要な機能と、シンプルで使いやすい操作性により、
お客様の快適性、チェッカー様の生産性、お店のブランド力を向上します。

簡単・やさしいPOSシステム

コストの最適化に寄与

金銭管理・セキュリティ機能の強化

売上・集客力アップへの貢献

「環境への配慮・省エネ」に貢献

「食の安心・安全」への寄与

運用効率化を実現するサービスの提供

FUJITSU Retail Solution
TeamStore/M

1




