
軽減税率対応
タッチパネル式マルチ決済対応券売機

ご提案書

株式会社インターメディア・プランニング 2020年4月

多機能券売機 ST-350A



貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度は「タッチパネル式マルチ決済対応券売機システム」のご提案の機会を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社では、多機能でハウス電子マネー決済が可能な券売機を目的に、2016年7月よりハウス電子マネー決済対応とし
て、開発を開始致しました。

続いて、マーケットのご要請で軽減税率対応として、飲⾷業向けとして2019年4月に第⼀号機を納品を⽪切りに、ク
レジット・電子マネー対応のJ-MUPS端末を採用、2020年1月に納品し、現在に至っております。

弊社のコンセプトは、ソフト開発を中心として30年の実績で培った経験とスキルを基に、イージーオーダーカスタマ
イズを容易に⾏い、下記のポリシーでお客様満⾜度向上に向けて、オーナー様の夢を実現に向けて推進して参ります。

また、現在まで実現が困難なシステム構築を安価で、スムーズに対応致します。
弊社の提案は以下の機能を実現する為に、弊社基本パッケージを機能拡張致します。

・店舗の売上状況のリアルタイム把握の実現
・他社に無い機能の実現
・後精算方式対応券売機（精算機)の実現
・他社に追随を許さない本格的な店舗トータルシステムを実現

本提案資料をご⾼覧の上、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

敬 具

はじめに



ＥＳＰＬ新ＰＯＳ導入メリット

最大５か国語表示が可能です。中国語（簡体字）、台湾語（繁体字）、英語、韓国語、日本語
等地域に合わせたインバウンド対応が可能です。

インバウンド対応

７大アレルゲン表示機能

軽減税率機能

省スペース化の実現

当社の券売機ST-350Aは、⾼さ1515㎜×奥⾏250㎜×横540㎜で他社に⽐べ大幅な省スペース化
を実現しました。また、架台と本体をセパレートできますので、卓上でも設置可能です。
また、壁掛け等も実現可能です。

表示が義務づけられているアレルギー物質は、卵、乳、⼩⻨、えび、かに、落花⽣、そばの7品目
を設定可能で、購入時、指定アレルゲンメニューは、購入できない機能です。

イートイン・テイクアウトの各税率設定が可能ですので、商品メニューの多様性が図れます。
また、税務処理の問題も解消されます。

時代に即した券売機の特徴-1



ＥＳＰＬ新ＰＯＳ導入メリット

２３インチの大型タッチパネルを採用。メニューのより鮮明な画面ですので、メニュー選択が容
易に⾏えます。

大型タッチパネル

サブメニュー表示機能

トッピングメニュー表示機能

マルチ決済端末搭載

弊社では、三菱UFJニコス㈱様のJ-MUPSセンターを利用したクレジット・交通系、流通系電子マ
ネーの利用が可能ですので、キャッシュレス化に対応した時代に適応できます。
来年にはQRコードによる決済も可能の予定です。

最大４種類のサブメニュー設定が可能ですので、ワンタッチで選択できます。
⾷券には、選択したサブメニュー記載されますので、大変便利です。

最大１０種類のトッピングメニュー設定が可能ですので、ワンタッチで選択できます。
また、ついついトッピングメニューを選択する傾向があり、売上向上に貢献します。

時代に即した券売機の特徴-2



ＥＳＰＬ新ＰＯＳ導入メリット

もぎり伝票、纏め伝票（設定可能）が厨房の指定場所に設置したプリンターにメニュー毎に出
⼒します。また、15インチ・21インチの簡易モニター（⽣活防⽔）と15、17、21インチの
防熱、防油、完全防⽔対応のモニターをご用意できますので、お客様のご要望に応ずることが
柔軟に対応できます。

キッチンプリンター/モニター対応

フードコート対応機能

販売管理クラウド接続対応

簡単メニュー設定ツールのご提供
当社の券売機は、誰でも、簡単に、楽しくメニュー設定が⾏えることをモットーに開発いたしまし
た。また、USBもしくはネットーワークで券売機データの移⾏や、メニュー変更を⾏えます。

※ネットワーク接続の場合は、別途、設定費用が必要となります。

お客様向けの大型モニターをご用意。音声呼出しも可能です。

弊社の販売管理クラウド『ESPL販売管理』や『ぴかいちナビ』接続が可能です。
各店舗の売上状況をスマホ、PCでの閲覧や売上分析や在庫管理も可能です。

時代に即した券売機の特徴-3



厨 房デシャップ

仕入・在庫・勤怠管理
各種売上分析

売上連携（リアルタイム）

店 舗

キッチンPR

キッチンモニターキッチンモニター

お客様CALLモニター

HUB

インターネット
光回線ルータ

スペース
保守窓口

ESPL
クラウド

親子連動可

多機能券売機

ST-350A

食堂事務所

コントローラー
PC

メニュー設定

各機器制御

売上集計

喫食ゾーン

キッチンPR

ヘルプデスク
＆リモート保守サービス

ご提案システム構成図(例）



券売機画面紹介
メニュー選択画面 サブ/トッピング選択画面



券売機画面紹介

ハウス電子マネー対応
メニュー選択画面

言語/アレルギー
選択画面 お支払選択画面



券売機画面紹介
既定在庫数設定画面 再発⾏・取消設定画面 操作履歴照会画面



⾷券・領収書サンプル紹介

券売機出⼒
サンプル

領収書サンプル

全オーダー数(分⺟）

食券№

サブメニュー名

食券№

販売価格（消費税率）

サブメニュー名
発⾏券売機№

税別対象⾦額
税別総額

購入総エネルギー（カロリー）数

券売機№



キッチンプリンターサンプル紹介

単品チップ伝票サンプル 纏め伝票サンプル

チェックボックス チェックボックスオーダー
数 量

オーダー
数 量

全オーダー数(分⺟）

食券№ 食券№

発⾏時間

発⾏時間



レポートサンプル紹介

精算日報サンプル点検日報サンプル 精算月報サンプル



キャッシュレス端末表示紹介



メニュー設定ツール紹介1



メニュー設定ツール紹介2



1515㎜

奥⾏
250㎜

画面 縦型23インチタッチパネル

外形寸法 幅540㎜ × 奥⾏250㎜ × 高さ965㎜（台座含
まず）

印刷用紙 感熱ロール紙 58㎜×433ｍ （1ロール式）

対応貨幣 1万円札、5千円札、2千円札、千円札
500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨、10円硬貨

貨幣収納数
紙幣収納数︓混合400枚以上
硬貨収納数︓500円×70、100円×77、50円×82、10
円×100

対応言語 最大五か国語（日本語、英語、繁体字、簡体字、韓
国語）

集計様式 日計集計、月間集計、メニュー別集計、時間帯集
計

オプションリー
ダー

ハウスICカード、クレジットカード、磁気カード、QR
コード

オプションツー
ル 誰でも簡単メニュー作成ツール

その他オプ
ション キッチンプリンター、キッチンモニター対応可能540㎜

券売機ST-350A紹介多機能券売機

ST-350A



簡易キッチンプリンター紹介



簡易キッチンプリンター紹介



キッチンモニター紹介



一体型の新型J-MUPS端末の紹介

メモリ 512MB RAM / 512MB Flash マイクロSD（32GBまで）
磁気リーダー ISO 1/2/3 デュアルヘッド
接触ICリーダー ISO 7816, EMV Level 1/ Level 2 準拠
非接触ICリーダー ISO/IEC 14443 Type A/B FeliCa Mクラス
ディスプレイ カラー液晶 3.5インチ 480 x 320pix タッチスクリーン

接続IF USB（ホスト）x2 USB（スレイブ）x1 RS232 x1
キーボード 数値キー（0〜9, 機能キーx2）

確定・取消・バックキーx各1 バックライト付
LED ⻘・⻩・緑・⾚ Visa payWave APAC region compliance

スピーカー オーディオスピーカー
電源 USB: 5V 500mA RS232 :12V Ethernet: IEEE 802.3af

PCI-PTS 4.x 準拠
寸法 タテ︓189mm ヨコ︓117mm 高さ︓48mm
カラー ブラック

Ingenico(※)製PINPAD・R/W⼀体型決済端末 「Lane/5000 CL」
デュアルヘッドの磁気リーダー、PCI-PTS 4.Xに準拠の接触ICピンパッド、電子サイン対応ディスプレイ、
TypeA・B・FeliCa対応非接触R/W等を備えております。

【主な仕様】

Ingenico社 ・・・フランス・パリ市に本社を構えるカード決済端末販売数世界第1位の決済端末ベンダーです。
グループ拠点を88カ国に置き、170カ国で事業を展開しています。
世界で1,000以上の銀⾏やカード会社、加盟店開拓を⾏うアクワイアラと接続し、250以上の
決済方法に対応するなど、グローバルにご活躍をされている企業です。

クレカ・電マネ端末紹介



券売機ST-350A専用ロール紙のご案内
ST-350Aのロール紙では、薄紙タイプと厚紙タイプの2種類をご用意！

※専用ロール紙となります。

ロール紙の紹介

規 格
(幅×外径×内径/紙厚) 巻メートル数 タイプ 色 ケース単価 発注ロット

58mm×200mm×25.4mm /75μ
薄紙厚 424.2ｍ/巻 ノーマル紙 5年保存 白 16,000円 10巻/CS

58mm×200mm×25.4mm /150μ
厚紙厚 212.1ｍ/巻 ノーマル紙 5年保存 白 18,000円 10巻/CS

※色や特レジャー施設やテーマパーク、博物館など様々な施設で使われている印刷済みのチケット用ロール紙の印刷済みロール紙などにつきましてはお
問い合わせください。

従来の券売機ロール紙は、厚紙300m巻で、およそ1巻当たり3,000円

★当社では、薄紙424m巻で、1巻当たり1,600円！
1巻当たり、47%の1,400円のコストダウン！

★当社厚紙ロール紙は、メートル単位で、8.5円。
従来の券売機ロール紙は、メートル単位で、10円
メートル当たり、1.5円のコストダウン！

※送料込み、消費税10%別途



ESPL 販売管理クラウドサービスのご案内



ESPLクラウド販売管理システム 紹介Ⅰ
ログイン画面

お客様番号・店舗のID・パスワードを入⼒しログイン

トップ画面



さくら蔵人は店舗で使うST350A
とPCとWebサービスの、3つの要
素で構成されています。

売上管理システムをPCまたはiPadで、店舗、
外部にて使用できます。売上の情報はインターネ
ットを経由して、弊社がご提供するWebサイトか
ら確認することができます。

Internet

店舗で⼊⼒された売上のデータは、すぐにインターネッ
トで私たちが管理するサーバに送信されます。インター
ネットがある場所ならどこでも、リアルタイムで売上が
確認できます。
サーバは私たちが責任を持って管理しています。店舗内
にサーバを設置する必要はありません。万が一、サーバ
に問題があっても、すぐに修正されます。

さくら蔵人の仕組み

売上データはどこからでも確認できます

券売機(ST350A)

PC

Internet

ESPLクラウド販売管理システム 紹介2



レジスタ管理
・商品情報【一覧】
・商品共通【登録】
・商品共通【修正・追加】
・商品マスタデータ取込み
・店舗商品【登録】
・店舗商品【修正・削除】
・商品マスタ配信
・商品部門情報
・商品グループ情報
・仕⼊先情報
・ジャーナル情報
・日別POS稼働情報
・バーコード印刷
経費管理
・(経費⼊⼒)
・(人件費⼊⼒)
・(⼩⼝現⾦)
環境設定
・消費税情報
・担当者情報
・担当者権限情報
・環境設定情報
・ジャーナル追加・修正

売上管理
・売上速報
・売上日報/月報
・店舗別日別売上実績
・販売報告
・(売上伝票作成)
・時間帯別集計表
・商品別時間帯集計表
売上情報
・商品売上実績
・商品別期間集計
・商品売上分析
・商品別売上表
売上分析
・目標売上⼊⼒(月間・詳細)
・店舗売上期間集計
・店舗売上日別集計
・商品売上期間集計
・仕⼊先別売上一覧
・店舗別売上0商品
・顧客情報
・顧客別売上情報

仕⼊管理
・仕⼊⼊⼒
・返品⼊⼒
・店舗間移動⼊⼒
・仕⼊一覧表（元帳）
在庫管理
・廃棄⼊⼒
・棚卸用バーコード帳出⼒
・棚番棚卸用バーコード帳出⼒
・棚卸⼊⼒
・棚卸確定
・商品在庫管理表
・商品別在庫表
・店舗別在庫表
・店舗別在庫合計
・棚卸確認表
店舗管理
・店舗情報
・棚卸確定メンテ

効率的な連携で店舗運営を幅広くサポート
業務の効率化から業績向上まで。
経営課題を解決する多彩なサービスで、ビジネスの可能性を広げます。

IMP蔵人で出⼒できる28の帳票

ESPLクラウド販売管理システム 紹介３



保守サービスのご案内



１．保守内容
① 無償保証期間

製品納⼊後、６ヶ月間までと致します。
③ 保守対象

全ての納品機器（ハードウェア）
④ 問合せ対応

本システムの操作方法及び動作に関する問合わせに対して、 電話・ＦＡＸ・電子
メール等にて回答を⾏います。

⑤ 障害修復
技術員による連絡、派遣などによりシステムの修復に必要な作業を⾏います。

２．保守作業時間
Ａ．電話対応（3メニューアリ、別紙リモート保守サービス参照）

対応部署︓株式会社スペース
対応時間︓ 最大３６５日、24時間対応可能

Ｂ．出動保守（保守員を店舗に派遣し、修理対応致します。）
対応部署︓フジモト株式会社 各拠点（契約時ご案内致します。）
対応時間︓ 365日、24時間対応可能

オンサイト保守サービスのご案内



全国保守拠点のご案内



オンサイト保守サービス業務フロー

株式会社インター
メディア・プランニ

ング

株式会社インターメデ
ィア・プランニング

担当者



様

（一次受付 スペース）ヘルプデスク
■月~⾦/365日 9:00〜18:00 （延⻑メニュー）
■障害切り分け
■オペレーション説明
■ハード障害時コールセンターへの取次
■ハード故障現地対応時の問い合わせ窓口
■ヘルプデスク、POS・周辺機器の障害管理

★（二次委託）フジモト株式会社
（スペース）担当ＳＥ

ハードウェアの場合

作業報告・定例報告

■現地作業員手配

★全国担当サービスセンター

担当拠点へ出動手配/作業報告

ソフトウェアの場合

保守機配備・修理

作業終了報告

作業報告 （ヘルプデスクで対応できない）

障害・操作問い合わせ

・訪問日時調整
・現地訪問

電話・ﾘﾓｰﾄ対応
（現地対応は有償）

リペアセンター

月~⾦/365日 9:00〜18:00（延⻑メニュー）
緊急を要する場合は、緊急対応調整

・訪問日時調整
・現地訪問

【ハード保守】 【ソフト保守】

オンサイト保守サービス業務フロー



１．リモート保守サービス（サポート期間1ヶ年契約）

店舗運営中に突如、システム障害は発⽣することがあります。
こんな時は、弊社ヘルプデスクサポートセンターへ連絡してください。
ソフトウエアが原因であると判断したとき、スペースメンテナンス担当者が、リモート通信でお客様の
お傍で対応している様に、サポート致します。
また、メニューマスターを変更、追加したいとき、新人様では対応できない・・そんな時、リモート
保守サービスの遠隔操作で、対応が可能です。

①ご導入時の初期費用
券売機・POSシステム環境設定費用 ４０，０００円

②契約期間
ご導入日から１カ年間と致します。以降、⾃動更新となります。

２.ソフト障害対応サービス時間

リモート保守サービスのご案内

下記の3メニューからお選びいただけます。

(A)標準サポートサービス
土・日・祝日 12月29日〜1月4日を除く 9︓30〜18︓00

(B)365日標準サポートサービス
365日 9︓30〜18︓00までの対応サービス

(C)365日 フルサポートサービス
365日 開店〜閉店までの時間帯サポートサービス


