
店舗の売上向上を実現するPOSレジ
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会社概要

会社名 株式会社ユビレジ

提供サービス iPad POSレジサービス「ユビレジ」
ユビレジ連携オーダリングサービス「ユビレジハンディ」
ユビレジ連携在庫管理システム「ユビレジ在庫管理」
店内モバイルオーダー・決済システム「ユビレジ QRオーダー＆決済」
ユビレジ for Salesforce

所在地 東京本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 PORTAL POINT HARAJUKU 606号室
大阪支社 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-6 桜橋八千代ビル5階E号室

代表取締役 木戸 啓太

経営顧問 森川 亮 C Channel株式会社代表取締役社長
LINE株式会社元代表取締役社長

アドバイザー 宇陀 栄次 株式会社セールスフォース・ドットコム元代表取締役社長

主要株主 SBIインベストメント株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
みずほキャピタル株式会社
三菱UFJキャピタル株式会社
その他

設立 2009年

490,000,000円（2021年4月1日現在）資本金
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ユビレジPOSシステムの仕組み

クラウドサーバー

店舗 店舗 店舗

ユビレジは、店舗の売上向上を目的としたiPad POSレジです。
会計データはクラウドに保存され、リアルタイムに会計データを確認することができます。

1店舗の経営にも、100店舗を超えるチェーン店経営にも優れた使い勝手を提供します。
飲食業・小売業・サービス業など、業種を問いません。

インターネットで売上を確認

■ 売れ筋商品の把握

■ 操作ログ、点検、精算履歴の確認

■ 顧客管理

■ 商品登録 など
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■ マルチテナントの売上集計

■ リアルタイムな売上集計

■ 月別/日別売上集計

■ 曜日別/時間帯別集計

■ 客単価/会計単価集計

■ ABC分析

■ 顧客情報管理

■ 部門集計・タグ集計

■ 売上データをCSV出力

運用面の機能はもちろん
店舗の売上向上施策のための、分析機能も充実!

レジ機能・管理 集計・分析

■ レシートのカスタマイズ

■ カスタマーディスプレイ

■ オフライン会計

■ バーコード読み取り

■ 値引き

■ レジ精算

■ テンプレート会計

■ 個別会計

■ 操作ログ

■ 商品・メニューのCSV管理
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提供サービス

iPad POSレジ
基本的なレジ機能に加え、店舗管理・分析などの
売上/利益向上にむけた機能を数多く備える

オーダリング機能
iPhoneやiPod touchをオーダリングシステム
端末にするサービス。ユビレジとの連携によ
り、注⽂管理、空席管理、お会計などの業務
効率を向上

店内モバイルオーダー＆決済
お客様のスマートフォンで 専⽤QRコー
ドを読み取り、オーダーメニュー画⾯から
直接注⽂＆会計をしていただくことが可能
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連携サービス

店舗で利用する基幹システムや会計システム、売上・仕入管理ASP など様々なシステムと連携ができ

るようになっています。

電子レシート・スタンプカード

経営管理会計サービス

予約管理

より高度な売上分析

アプリケーションおよび
システムとのデータ連携

ユビレジ for Salesforce

仕入サイトとの連携

防犯カメラとの連携

その他サービス
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連携サービス詳細（キャッシュレス決済）

対応クレジットカード

対応電子マネー

対応クレジットカード

対応電子マネー QR・バーコード決済

QR・バーコード決済対応クレジットカード

対応クレジットカード

対応電子マネー

QR・バーコード決済

対応クレジットカード

対応クレジットカード

対応電子マネー コンタクトレス決
済

交通系IC
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カフェ・レストラン・バー・居酒屋・焼肉

焼き鳥・うどん・そば・ラーメン

お好み焼き・たこ焼き etc.

飲食店

アパレル・雑貨・生花・化粧品

調剤薬局・弁当・米・野菜・パン・菓子

食料品・催事 etc.

小売店

美容室・ネイルサロン・エステ

マッサージ・整体・フィットネスクラブ

レジャーランド・修理業 etc.

理美容

飲食店を中心に全世界32,000店舗

0
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15,000

20,000
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30,000

35,000
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※2019年12月時点

導入実績
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初期費用＋ランニング費用

5年コスト約300万円 5年コスト約75万円
従来型POS ユビレジ

ランニング費用

100万円

初期費用
200万円

ランニング費用
40万円

初期費用

35万円

※ 機器構成によって初期費用は異なります。

※ ランニングコストは、ユビレジプレミアムプランを1年間契約された場合です。
（その他のサービスの申し込みにより変動いたします）

※ 費用は、2019年10月1日時点の料金に基づいております。
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⼈件費の削減・⼈⼿不⾜の解消

レジ締め

ユビレジでは営業終了後の処理にかかる時間を50%短縮可能！

1年間(300日)では75〜100時間、112,500〜150,000円の人件費を削減。

分析

過去の会計を元に、Web上で瞬時に分析が可能。

これまで60〜90分かかっていた分析作業を10〜20分に短縮。

1年間(300日)では250〜350時間、375,000〜525,000円の人件費を削減！

人手不足の解消

ユビレジハンディの導入により、キッチンとフロアの往復/調理指示のミスが激減！

ホールスタッフを4人→3人へ減らし、他の箇所へ経営資源を集中できた。

その他の導入効果

● レジやハンディの操作を初日に覚えられた！他社 POSレジでは2週間程度かかっていた。

● メニューの更新作業がモバイル端末からでも可能になった！

※目安時給1,500円
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導⼊事例 -ソウルカルビ本店様-
https://ubiregi.com/ja/case/yakiniku/seoulkalbi

店舗外でお店の状況把握が可能に

データをもとにメニュー決定

すぐに操作を覚えられる

客単価が1,000円アップ！

選定理由

■ ユビレジハンディの操作性

■ オーダーがすぐにキッチンプリンタと会計に反映

■ データ分析

その他の導入効果

■ 業務スリム化、接客効率化

■ 注文ロス軽減

https://ubiregi.com/ja/case/yakiniku/seoulkalbi
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-アンカーポイント（株式会社きちり）様-
https://ubiregi.com/ja/case/izakaya/anchor-point

店舗クーポンなどのメンテナンスがリモート化

店舗単位での細かい分析

月50万円の売上ロスを回避！

初日から
スイスイ使える

お客様との
コミュニケーション向上

導入前の状況・課題

■ 大手POSレジを中心に各店舗で運用
■ 経年店舗で交換時期を迎えるも高コストがネックに

選定理由

■ iPad POSレジ各社を使用して比較
■ 売上/利益向上につながる機能の充実
■ 大手POSレジに匹敵する操作性/レスポンス
■ 低コスト

導⼊事例

https://ubiregi.com/ja/case/izakaya/anchor-point
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導⼊店舗事例（ユビレジ QRオーダー&決済）

⾷堂カフェpotto
タニタカフェフレンドタウン

交野店様

当初は接触頻度の軽減を目的として導入したので
すが、
売上UPにも繋がりました！
わざわざスタッフを呼ぶ事なく⾃⾝のスマホから気軽に注⽂ができ

るので、ドリンクを追加注⽂する⽅や店内飲⾷中にテイクアウトの

注⽂もして下さる⽅が増えました。

お店の混雑状況に関係なく⾃由に注⽂できる事でお客様の体験価値
が向上し、結果として売上UPに繋がったと思っています。

チーズ×⾁
CRAFT KITCHEN 

Mid:Ru
横浜⻄⼝店様

オーダー業務を削減して、その分の時間を他のサ
ービスに注力したことで、昨年対比で客単価が
500円程上がりました！

ホールスタッフの呼び出し回数が減った事で、ドリンク提供スピー

ドが上がり注⽂の機会ロスがなくなった事や、飲み⽐べセットなど

⼿間はかかりますが単価の⾼いメニューを新たに追加することもで

き、結果として昨年対⽐で客単価が500円程度上がりました。
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ご来店後〜会計イメージ（ユビレジのみ、ユビレジ ハンディ利⽤の場合）

ユビレジ(iPad)のみでの場合

伝票の作成を開始 タグ・顧客の情報の入力や、メニ
ュー画面にてメニューを選択し注
文を受ける

すぐにお会計をしない場合、
伝票は画面に保留される

ユビレジハンディを利用する場合

メニューを選択する 注文を確認/編集し、
内容を送信する

キッチンプリンタから
伝票が印刷されるテーブルをタップで、

伝票を作成

在席時間

ご希望の支払い方法で
会計する

新規伝票作成 注文を受ける 会計

新規伝票作成 注文を受ける 会計

お客様をご案内したテ
ーブルを選択し情報を
入力する

iPadのユビレジハンディアプリか
ら会計するテーブルを選択。
自動でユビレジアプリに切り替わ
るのでご希望の支払い方法で会計
する。
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ご来店後〜会計イメージ（ユビレジ QRオーダー＆決済利⽤の場合）

注文 支払い

ユビレジハンディでお客様を案内
したテーブルを選択。
QR伝票を印刷してお客様に提示。

QRコードをスマホで読み取り、店舗専用メ
ニューページを表示。
商品を選択し注文内容を送信する。

店舗 お客様

店舗

お会計ボタンよりそのまま支払い
へ進む（クレジットカードのみ）。
支払いを行い決済完了。

ユビレジ QRオーダー＆決済を利用する場合

キッチンプリンタから
伝票が印刷される

「ユビレジハンディ」に注文
内容が記録される

支払いが完了すると店舗スタッフは下記方法で確認が可能

• 「決済完了レシート」が印刷される

• 「ユビレジハンディ」に通知

• 登録メール宛に支払い完了メールが届く

• 「ユビレジ」の「会計」に記録される

注文送信

※クレジットカード支払い以外は通常の会計処理方法となります。

退店

店舗

メールやユビレジハンディに通知が届く。
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導⼊価格例1︓レジ＋オーダーエントリーシステム

iPad iPod touch

レシートプリンタ キャッシュドロワ

Wi-fiルーター キッチンプリンタ

初期費用

レジ用iPad ¥ 34,800

レシートプリンタ ¥ 42,000

キャッシュドロワ ¥ 14,900

iPod touch 3台（ハンディ用） ¥ 65,400（¥ 21,800/台）

Wi-Fiルーター ¥ 16,000

キッチンプリンタ 1台 ¥ 48,000

設定操作講習（電話） ¥ 30,000

設置作業 ¥ 35,000

1店舗あたり ¥ 286,100（税抜）
※ LANケーブル敷設費用が別途必要です。
（プリンタと無線アクセスポイントをLANケーブルで接続します）

月額利用料

ユビレジ ¥ 6,900

ユビレジハンディ(3台) ¥ 4,500（¥ 1,500/台）

1店舗あたり ¥11,400（税抜）
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導⼊価格例2︓レジ+モバイルオーダー＆決済システム

iPad iPod touch

レシートプリンタ キャッシュドロワ

Wi-fiルーター キッチンプリンタ

初期費用

レジ用iPad ¥ 34,800

レシートプリンタ ¥ 42,000

キャッシュドロワ ¥ 14,900

iPod touch 2台(サーバー用、ハンディ用) ¥ 43,600（￥21,800/台）

Wi-Fiルーター ¥ 16,000

キッチンプリンタ 1台 ¥ 48,000

設定操作講習（電話） ¥ 30,000

設置作業 ¥ 35,000

1店舗あたり ¥ 264,300（税抜）
※ LANケーブル敷設費用が別途必要です。（プリンタと無線アクセスポイントをLANケーブルで接続します）
※ 決済機能の初期費用として¥10,000(税抜)をお支払頂きます。

月額利用料

ユビレジ ¥ 6,900

ユビレジハンディ ¥ 1,500

ユビレジ QRオーダー&決済 ￥6,600

1店舗あたり ¥15,000（税抜）
※ 決済の利用には別途手数料が必要になります。
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導⼊価格例3︓ レジのみ（レシートプリンタ・キャッシュドロワ分離型）

初期費用

レジ用iPad ¥ 34,800

レシートプリンタ ¥ 42,000

キャッシュドロワ ¥ 14,900

設定操作講習（電話） ¥ 30,000

設置作業 ¥ 15,000

1店舗あたり ¥ 136,700（税抜）

月額利用料

ユビレジ ¥ 6,900

1店舗あたり ¥ 6,900（税抜）

iPad レシートプリンタ

キャッシュドロワ
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導⼊価格例4︓ レジのみ（レシートプリンタ・キャッシュドロワ⼀体型）

初期費用

レジ用iPad ¥ 34,800

レシートプリンタ一体型
キャッシュドロワ

¥ 54,900

設定操作講習（電話） ¥ 30,000

1店舗あたり ¥119,700（税抜）

月額利用料

ユビレジ ¥ 6,900

1店舗あたり ¥ 6,900（税抜）

iPad

レシートプリンタ一体型
キャッシュドロワ
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利⽤料⾦

内容 単月契約

ユビレジプレミアムプラン ¥ 6,900/月

ユビレジハンディ
（ハンディ）端末1台あたり ¥ 1,500/月

ユビレジ QRオーダー＆決済 ¥ 6,600/月

※ 金額はすべて税抜です。

※ 店舗毎にご利用料金が発生いたします。

※ 「ユビレジ QRオーダー＆決済」をご利用いただく場合は、サーバー用端末として「ユビレジハンディ」（最低1台〜）が必要となります。
また、決済の利用に別途手数料が必要になります。

MSMでは以下ライセンスをお申込みいただけます。
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お申込み・お支払い
■ ユビレジ、周辺機器のお申し込み
■ 利用料金のお支払い
■ インターネット環境のご準備

設置
■ ネットワーク設定、機器設置
■ ユビレジアプリのインストール

設定
■ メニュー、タグ、ロゴなどの設定
■ 電話講習

稼働開始

導⼊スケジュール

見る・さわる・体験する

ショールーム
東京と大阪のショールームにて実機でお試しいただけます。
詳しくはお問い合わせください。

遠方のお客様へ

iPad・周辺機器お試しレンタル
iPadと周辺機器を無料で貸出ししています。
詳しくはお問い合わせください。

(平日11:00〜18:00までの予約制)

対面と変わらない説明を遠隔で

オンラインデモ
PC、タブレットなどの画面を共有してオンラインデモをご覧いただけます。
詳しくはお問い合わせください。

導入前には以下方法でご案内可能でございます。
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標準的な構成図（ユビレジ / ユビレジ ハンディ）

iPad レシートプリンタ キャッシュドロワ

iPod touch キッチンプリンタ

ユビレジ

ユビレジ ハンディ

安定した通信環境でご利用いただくため、Wi-Fiルーター
からレシートプリンタ/キッチンプリンタまではLAN接続
となります。また、Wi-Fiが安定して届くよう、事前に店
舗図面をいただいております。

ルータ
ー

Wi-Fiルータ

LAN接続

LAN接続

Wi-Fi

Wi-Fi

DKD接続
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推奨環境

● 端末
iPad・iPod touch・iPhone

https://support.ubiregi.jp/archives/209#1

● OS
最新のiOSバージョンがインストールできないことが分かってから半年間としていま
す。

https://support.ubiregi.jp/archives/209#2

● 管理画⾯
Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safariの最新版がサポートされています。
https://support.ubiregi.jp/archives/721#1

https://support.ubiregi.jp/archives/209
https://support.ubiregi.jp/archives/209
https://support.ubiregi.jp/archives/721
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モバイルPOSの市場規模は過去５年で下記のように推移しています
l 2015年:導⼊店舗数99,000店、市場規模23億円
l 2016年:導⼊店舗数150,000店、市場規模36億円
l 2017年:導⼊店舗数200,000店、市場規模52億円
l 2018年:導⼊店舗数250,000店、市場規模73億円
l 2019年:導⼊店舗数300,000店、市場規模102億円
l 2020年:導⼊店舗数350,000店、市場規模140億円

(参照:ネクストデジタル 「タブレッド型モバイルPOSの市場規模やトレンドは︖」2020年7⽉26⽇)

タブレットPOSレジ（iPadレジ）は、従来のPOSレジの機能を「アプリ」に落とし込ん
でiPadなどの「タブレット」にインストールしたレジのことです。スーパーなどで⾒か
けるレジに⽐べて、⼩スペースでファッション性が⾼いことから、飲⾷店やヘアサロン、
アパレルなど多くの分野で導⼊されています。

タブレット型は、直観的に操作できる⼿軽さがあり、初⼼者のスタッフでもすぐに操作
できるでしょう。また、アルバイトに多い若年層は、タブレット（iPad）の扱いになれ
ている⽅が多く、使いやすさの点からも選ばれています。

急速に普及が進むタブレットPOSレジ（iPadレジ）

https://next-digital.jp/mpos-market/
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■調査概要
調査対象︓飲⾷店.COM会員（飲⾷店経営者・運営者）
回答数︓317名
調査実施⽇︓2020年8⽉24⽇
調査⽅法︓インターネット調査

■回答者について
回答者のうち64.4%が1店舗のみを運営。また、回答者のうち東京にある飲
⾷店の割合は56.2%（⾸都圏の飲⾷店の割合は71.3%）となっており、こう
した背景が結果に影響していると推測される。

参照:株式会社シンクロ・フード「飲⾷店のコロナ対策は“⾮接触”を意識。「モバイルオーダー」導⼊な
ら業務効率アップも可能」2020年09⽉29⽇

コロナ禍でモバイルオーダー需要が⾼まっている

非接触対応が可能な「モバイルオーダー」なら飛沫防止対策にも有効
モバイルオーダーとは、お客様のスマートフォンで、メニューの注文や決済ができるサービスのこと。現状、導
入している店舗は少ないものの、今回実施したアンケートでは約3割の飲食店が「未導入だが興味はある
（27.8％）」と回答するなど、注目度が高まってきている。

モバイルオーダーは、お客様のスマートフォンを利用するため、導入の手間が少ないのが魅力。さらに非接触型
のサービスで、注文や決済時のスタッフ対応を減らすことも可能だ。コロナ禍でも安心して食事を楽しめる場を
提供するのに役立ってくれるだろう。

すでに導入している店舗からは、「お客様との接触の機会が減った（埼玉県／焼肉）」「注文時にクレジット決
済が完了しているため、店舗におけるレジ会計業務（接触機会）がなくなる（愛知県／専門料理）」と、コロナ
禍の店舗運営に役立っている様子をうかがうことができた。

https://www.inshokuten.com/foodist/article/5887/
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