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●T@web、WebSpeeza、QCashier、チェックアウトレボリューション、スピードセルフ、キャッシュマネージメント、アシストモニター、ハンディセルフ、ハッピーセルフ、対面セルフ、WebPrime、T@POP、POPMaster、ECOA、環境Navi、エコぽす。、
ボトルスカッシュ、オゾンエバンス、デジコンポ、DIGIMOVER、DIGISLIM、ゆうたろう、Smart Qbing、Delious、DeliTouch、DeliousPico、Saleup、Payoss、acamo、DeliousLioは、（株）寺岡精工の商標または登録商標です。　●HALLOは

（株）新盛インダストリーズの登録商標です。　●スーパーメポリはアンリツインフィビス株式会社の登録商標です。　●BLUETOOTHは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。　●Clious、@LABEL、@Action、ASTEMPO、ASTENPO 
SMART、MIA CULLAは株式会社寺岡精工および株式会社デジジャパンの商標または登録商標です。　●netDoAは株式会社寺岡精工および株式会社寺岡システムの登録商標です。　●Touch On Timeは株式会社デジジャパンの 
登録商標です。　●ContamiGraphy®は荏原実業株式会社の登録商標です。　●VeriFoneはVeriFone, Inc. の登録商標です。　●J-Mupsは三菱ＵＦＪニコス株式会社およびＪＲ東日本メカトロニクス株式会社の登録商標です。 



4TERAOKA PRODUCTS 20183 TERAOKA PRODUCTS 2018

DIGI System Gurgaon Pvt Ltd.

DIGI Deutschland GmbH

DIGI Belgium nv
DIGI France S.A.

DIGI Europe Ltd.

DIGI Nederland B.V.

Shanghai Teraoka Electronic Co.,Ltd.

DIGI Canada, Inc.

DIGI Korea Co.,Ltd.

株式会社 デジアイズ

本社
子会社
代理店

株式会社 寺岡精工DIGI Italia s.r.l.
DIGI Imsispal S.A.

DIGI America Inc.

PT.Tropical Electronic

DIGI Singapore Pte. Ltd.

「新しい常識の創造」それは私たちが    挑み続けるテーマです

TERAOKAのグローバリゼーション

TERAOKAの歩みとビジネスフィールド

日本では「TERAOKA」、世界では「DIGI」のブランド名で活躍しています。

新しい常識の創造。
世界初、業界初の製品を数多く世に送り出し、『新し
い常識』を創造してきた寺岡精工。だれもが想像し
ていなかった製品を開発し、新しい市場を生み出し
てきました。
1928 年に開発した「寺岡式敏感自動はかり」以来、

「はかり」を情報機器にまで高めて今に至ります。
また、寺岡精工の新しい常識は、「はかり」だけにと
どまりません。1981年には、世界初の「サーマル（感

熱）印字方式ラベルプリンター」を開発し、印字はイ
ンクというそれまでの常識をくつがえしました。
さらに、製品機能だけの技術革新とは違うアプ
ローチでも新しい常識の創造を行っています。た
とえば 2010 年から本格的にスタートさせた「セ
ミセルフレジ」。店舗と買い物客の双方に利益を
生み出すとともに、レジにおけるオペレーション
を革命的に進化させました。TERAOKA は今ま
でも、これからも『新しい常識』を創造し続けます。

新しい常識を創造する企業理念のも
と開発された製品・技術はマーケッ
トの新しい常識を創り続けています。
強みである現場主義を実践しなが
ら、この４つのフィールドで新しいソ
リューションを提供し、お客様のビ
ジネスを成功に導きます。

世界各国に拡がる「DIGI」

斬新なアイデアで
未知に挑戦するスピリット

TERAOKA
４つのビジネスフィールド

TERAOKA のブランドには、国内向けの TERAOKA と海外
ブランドとしての DIGI があります。
寺岡精工のグローバル展開は、輸出を開始した1971 年にス
タートします。生産拠点としてだけではなく、ビジネスシステ
ム全てを現地化する“グローバル・ローカリゼーション ” を推
進し、また1980 年代後半には海外への製品輸出の段階から
海外生産の段階に進み、シンガポール・イギリス・中国に生産
拠点を次々と設立しました。現在、150 ヵ国以上に及ぶ世界
の販売ネットワークと、海外子会社が世界中のグローバル企業
を力強くサポートしています。

1928 19961962 20001965 20031973 20071978 20101981 20131984 2015

Food 
Industry
食品製造・加工

Retail
流通小売

Hospitality
飲食・専門店

Logistics
製造・物流

「流通小売」「食品製造・加工」「製造・
物流」「飲食・専門店」
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TERAOKAの

クラウドサービス
Cloud

製品
システム

クラウド 保守
サポート

お客様のビジネスを成功に導く
寺岡精工のソリューション

最先端の製品・システム、
それを支えるクラウドサービスとサポートサービス。

お客様の様々な課題を解決します。

寺岡精工は、お客様の現場を徹底的に理解し、製品を開発し続けてきました。
寺岡精工は、製品、そしてその製品に万が一のことが起きないようにするサポート
サービス、さらにその製品と一体化したクラウドサービス、これらを活用することに
より、最高のソリューションを生み出します。

【クリーニング本部向け売上・顧客管理】
豊富な分析とコミュニケーションツールで現場
の状況を「見える化」し、経営を強力サポート

【店舗総合管理】
本部・店舗の売上、発注、仕入れなどをトータル
にサポートし、業務効率化を図ります

【計量器管理】
売上管理とマスターの一斉配信が可能。店舗や
テナント管理に最適

【ラベル表示管理】
ラベルを簡単作成し、各店へ一斉配信。正確・迅
速なラベル発行が可能です

【発注・原価・勤怠・売上管理】
食材発注管理を中心とするチェーン向け本部シス
テム。メニュー配置は権限ごとに自由設定

【業務指示管理】
業務指示に特化したシンプルで使いやすいコ
ミュニケーションツール。0円から利用可能

【飲食向け総合管理】
店舗の売上管理や損益管理などを一括管理。
リアルタイムでお店の状況が把握可能

【スマートフォンアプリ】
クリーニング店専用のスマホアプリ。利便性の
向上、効果的な販促等で顧客を囲い込み

【クラウド型勤怠管理】
あらゆる規模・業態に対応し、カスタマイズ不要
でお客様の勤怠ルールに合わせて使用可能。
専用タイムレコーダーも用意

2000 年、世の中にまだ「クラウド」という言葉もなかっ
たころ、TERAOKA が流通小売業に向けて発表した

「＠ LABEL」は、業界初のクラウドサービスでした。そ
れ以降、「店舗管理を効率よくしたい」「ラベル表示を正
確に管理したい」など、常にお客様の求めるマーケット

のニーズから発想し、製品と一体化したクラウドサービス
を次々にリリースしました。現在では流通小売業だけで
なく、飲食業、クリーニング業などへも店舗運営・経営
をサポートするクラウドサービスをラインナップ。業界最
大の導入実績となっています。

製品と一体化し、お客様のビジネスをサポートするTERAOKA のクラウドサービス。
お客様の課題を解決、利益向上を推進するソリューションをご提案します。

主なクラウドサービス

お客様のニーズに応えた多彩なラインナップ
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TERAOKAの

 

クレジットカードや各種電子マネーに対応し
たクラウド型マルチ決済サービス「Payoss」。
クレジットカードや各種電子マネーの決済が１
台の端末で可能。決済アプリケーションを寺
岡決済ゲートウェイセンターに集約することで

「拡張性」「安全性」「低価格」を実現しました。
今後の拡張性にも優れ、お客様のニーズに合
わせたサービス提供を行うことができます。

流通や小売、飲食店などで支払手法が多様化する中、TERAOKA は「POS 機器と決
済端末の提供」から「決済データ処理業務」までの全てをワンストップで対応します。

クラウド型マルチ決済サービス

複数の決済端末をひとつにまとめたい
集計等の事務処理をラクにしたい
クレジットカード預かりをなくしたい
コストを削減したい

クレジットカード、電子マネー、ハウスプリペイドカードなど
お客様のニーズに合わせた決済サービスを提供

「Payoss」で解決！

POSおよび決済端末の提供から決済データ処理業務まで
全てをワンストップ対応

各クレジットカード会社

各電子マネー事業者・決済データ連携
・売上金の振込
・集計・精算データの提供

寺岡決済
ゲートウェイ
センター

決済データ処理

ASP
　集計データ
　精算データ

加　盟　店

スーパーマーケット

物販専門店

飲食店

クリーニング店 決済データ
　クレジット
　電子マネー
　ハウスプリペイド

決済情報
レポーティング
クラウド
センター

J-Mups

Verifone

Visa や Mastercard などのクレジットカードはもちろん、
銀聯カード、iD や楽天 Edy などの各種電子マネーにも対応
しているため、1台の端末で決済ができます。

前日までの利用件数や手数料金額、振込額などが自動集計。
カードブランドごとの金額も表示され、集計作業が軽減。
POS 連動 * することで現金売上も同じ画面上で確認できます。
* 寺岡精工の特定機種のみ

グローバルセキュリティ基準である PCI DSS へ準拠してお
り、安心してご利用頂けます。また、サービス拠点を全国都
道府県に配置し、トラブルやメンテナンスなど、万全の体制
でお客様をサポートします。

折れ線グラフで各種決済方法の利用割合が直感的に分かり
やすく表示されます。取引明細もクラウド上で端末別に確認
が可能。また PDF や CSV 出力にも対応しています。

ひとつの端末で決済可能

自動集計で事務作業が効率化

安心のセキュリティ及び保守体制

利用割合が直感的に分かるグラフ表示

の４つの特徴

 

お客様に合わせたマルチ決済端末

クレジットカード、銀聯カード、各種電子マネーに対応したマルチ
決済端末。画面は見やすい 5.0 型 TFT カラー液晶、LED バック
ライト、タッチパネルは静電式で、CPU は 1.7GHz Quad コアを
採用する事で決済スピード、操作性が一段と向上。POS と連動・
非連動どちらでも運用可能。

外形寸法（mm）103(W)x166(D)x109(H)

J-Mups JT-C30 タイプ

ひとつの端末でクレジットカード、各種電子マネー、ハウスプリペ
イドカードに対応したマルチ決済端末。お客様がレジチェッカース
タッフへ各種カードを渡すことなく決済する運用が可能なモデルで
す。ハウスカードにも対応。

Verifone - Engage シリーズ

タイプは2種類から選べます。
●P400 − POS連動型
●V200c − カウンタートップ型
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売り場とバックルームの効率化を図るとともに、
店舗の信頼性を向上する製品とソリューションをご提供します。
お店の規模、運用方法とお客様のニーズに合わせて
最適なサポートができるように
多彩なラインナップを取り揃えています。

流通小売

Retail
流
通
小
売

TERAOKAの

万全のサポート体制！「顧客満足」を「顧客感動」へ
TERAOKAコールセンター

TERAOKA 製品を支える高いクオリティーのサポートサービス。革新的な製品と
ともに、それを取り巻くサービスでお客様のビジネスをサポートします。

障害監視サポート リモートメンテナンス ＩｏＴサービス

万が一のために、またはそのような事態が起きないように
するため、TERAOKA は万全なサポート体制でお客様の
安心を守り続けています。サポートサービスの要となるの
が、24 時間 365 日対応・全国 4 拠点から的確なサポー

トを行う「TERAOAKA コールセンター」。全国一律のフ
リーダイヤルを採用し、スタッフは営業現場経験 7 年以上
の製品・現場知識が豊富なベテランで構成しており、懇
切丁寧に分かりやすいサポートを行います。

サポートサービス

TERAOKA 製品が正常に動作している
か、システム全体の稼働状況を 24 時
間 365 日見守ります。万一の障害発生
時には TERAOKA 監視センターへ自動
通報し、問題発生前に対応にあたります。

TERAOKA コールセンターからセキュ
アなネットワークを介してお客様のシス
テム機器をメンテナンスします。障害発
生時は迅速に対応しますのでお客様の
ダウンタイムを最小限に短縮します。

ご利用の TERAOKA 製品とコールセ
ンターを繋ぎ、オートアップデートで常
に最新の機能を提供します。また、機
器の情報分析により障害を未然に防止
します。
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RetailRetail

バックヤード

フロント

売り場

事務所

１本

タイムサービス
青首大根

　100円

【店舗】 ブラウザPC
TBシリーズ

帳票出力
プリンター

【本部／データセンター】 TSCシリーズ

IP-VPN網

QCashierSL-JWebSpeezaSL-CWebSpeezaSL-W

１本

タイムサービス
青首大根

　100円

店内
POP

生鮮
POP

プライス
カード

POP

電子
棚札

T@POP
サーバ

統合型本部システム T@Web
POS、計量器、POP、バックルーム機器などの店舗の機器と基幹業務システムを一元
管理。ネットワークにつながる環境下であれば、「いつでも」「どこでも」「誰でも」デー
タを確認し、業務を遂行できるようになり、現場の業務を大幅に改善します。

流通小売本部システム
TS-HQシリーズ
TSD シリーズ
SHP シリーズ
販売管理・発注仕入れ管理・
顧客管理・生鮮管理など、本
部業務をトータルにサポー
ト。TSD・SHPは本部機能に
加え、複数店舗のストアコント
ローラー機能も搭載し、店舗
にストアサーバーを設置しな
くても店舗業務を行えます。

店舗総合システム ストアコントローラー
お店の規模、および運用に合わせてセンターサーバー型、統合型店舗システム、ストア
コントローラーなどのラインナップが揃っています。

センターサーバー型ストアコントローラー
TSC シリーズ
複数店舗分のストアサーバー機能をセンター化したシステム。店舗に
サーバーを設置せず、ブラウザ PCだけでストアコントローラー業務を
行えます。

統合型店舗システム
TS シリーズ
流通小売業で発生するあらゆる業務をひとつのシステムで行えるストア
コントローラー。POSコントロール機能だけでなく、POP・計量器・基
幹系などのマスターを一元管理し、店舗業務をトータルサポートします。

ストアサーバー

本部サーバー

ブラウザ PC

ブラウザ PC

店　舗

店　舗

店　舗

店　舗

店　舗

本　部

ストアサーバー ブラウザ PC

ストアサーバー ブラウザ PC

ストアサーバー ブラウザ PC

ストアサーバー ブラウザ PC

■ 業務対応基本メニュー

発注システム

仕入/買掛/棚卸システム
WebEDI

(自動発注･生鮮発注)

クレジットシステム

ジャーナルサーバー

生鮮管理システム

販売管理システム

顧客情報システム

リアル顧客システム

基幹業務システム

ＰＯＰ作成システム
POPMaster
2800
誰でも簡単にＰＯＰ発行が
可能。各種機器と連動し、
より便利に正確にＰＯＰ発
行ができます（ＰＯＳ連動、
バックヤード機器連動、
ハンディ連動）。

ストアコントローラー
SIMS2800
店舗 POSシステム管理
に必要な各種マスター設
定、売上分析、ジャーナ
ル検索、レジ連絡機能を
すべて搭載したコンパク
トなストアコントローラー
システムです。

売価表示一元化 T＠POP
ＰＯＰの運用で「売価違い」は解決できない問題となっています。「Ｔ＠ＰＯＰサーバー」
は、価格表示の媒体が紙でもデジタル表示器でも１つのマスターに一元化することが可
能です。電子棚札は価格を自動更新し、ＰＯＰは現在の売価で発行。正確な売価表示
と簡単なオペレーションを実現します。

電子棚札
WDS-7000 
３色フルドット
POSシステムと連動し自
動で売価変更する表示シ
ステムです。赤、黒、白
の３色の表示で販促効果
を出す事ができます。従
来製品と比べ、店舗での
作業が大幅に減り、店舗
のローコストオペレーショ
ンに貢献します。
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RetailRetail

チェックアウトレボリューション
「レジ待ちを解消したい」「チェッカースタッフの負担を減らし人手不足を解消したい」な
ど、お客様のニーズに応え、 “ スピードセルフ ”、“ ハッピーセルフ ”、“WizSelf”、“ フル
セルフ “ など、チェックアウト方式のバリエーションでお客様ペースのショッピングを実
現します。

スキャニング機
WebSpeezaSL-C
スキャニングと会計を分
離し、人手不足やレジ待
ち軽減に役立つ「スピード
セルフ」。レジチェッカー
が商品のスキャニング
や割引処理などを行うス
キャニング専用機。

セルフ精算機
QCashierSL-J
スキャニングと会計を分
離し、人手不足やレジ待
ち軽減に役立つ「スピード
セルフ」。会計はお客様自
身で行うセルフ精算機。

セルフ精算機
QCashierA
スキャニングと会計を分
離し、人手不足やレジ待
ち軽減に役立つ「スピード
セルフ」。従来型レジと
の兼用タイプのセルフ精
算機。

アシストモニター
スキャニングと会計を分
離し、人手不足やレジ待
ち軽減に役立つ「スピード
セルフ」。“キャッシュマ
ネージメント”の頭脳と
なりハンドリングを行い
ます。

ハンディセルフ
WizSelf
お客様がセルフスキャニ
ング後、そのまま精算。
レジ待ちゼロの新しい
ショッピングスタイルを
ご提案するハンディセル
フシステムです。

プレスキャニング
システム
WizAssist
レジ待ちのお買い物客の
商品をプレスキャニング。
レジでは、お会計カード
を読み込ませるだけでス
ピーディに精算ができる
前捌きシステムです。

対面セルフ®レジ
WebSpeezaSL-TH
WebSpeezaSL-KH
店舗の混雑状況や人員
配置に応じて、対面セル
フ、フルセルフ、セルフ
精算機にすばやく変身す
る「ハッピーセルフ」。業
界初、機動性に優れた
POSレジスター。

セルフ
スキャニングレジ
WebSpeezaJ
コンパクトなセルフスキャ
ニ ン グ 専 用 POSレジ。
操作導線を中央に配置
し、お金の投入口・出金
口には LEDランプを採用
するなど、お客様の操作
をサポートします。

レーン POS
WebSpeezaSL-W
WebSpeezaSL-S
タブ切り替えによるひとり
３人制によるスピーディ
なお会計が可能。１５イ
ンチの大型画面表示に
より快適なレジ操作を実
現。売り場の状況に合わ
せて自由に POSタイプ
が選択できます。

卓上 POS
Web2800i 
タブ切り替えによるひとり
３人制でスピーディなお
会計が可能。省スペース
設計ながらも１５インチの
大型画面で見やすく、快
適な操作ができます。

卓上 POS
Web2800a
タブ切り替えによるひとり
３人制によるスピーディ
なチェックアウトを実現す
る卓上 POSレジスター。

卓上 POS
WebPrimeⅢ
コンパクトながら充実し
た機能を搭載。分かりやす
い画面と豊富なオプショ
ンでレジ作業が快適に。

パスポートスキャン

インバウンド観光客の免
税書類を、スキャナーで
パスポート情報を読み取
ることで素早く確実に作
成し、免税販売による混
雑を緩和します。

POS レジスター
タブ切り替えによるひとり 3 人制を実現。見やすく、操作しやすい大型カラータッチパ
ネルと軽快な操作感がレジ業務を快適にします。自動釣銭機やキャッシュレス決済端末
を連動すれば、レジチェッカーの現金管理の負担を軽減。さらに、持ち運びできるモ
バイル POS を使えば、あらゆるところがお店に早変わりします。

モバイル POS
WizShop
ＰＯＳレジの代わりに充
電式のハンディターミナ
ルと携帯プリンターで商
品販売が行なえるシス
テム。 簡単な操作であ
らゆる場所がお店になり
ます。
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対面販売スケール
「ライナーレスラベルでエコ」「スタイリッシュなお店づくりをしたい」「プロモーションを
強化したい」「正確な表記をしたい」「全店の販売管理を行いたい」など、様々なお店の
ニーズやシーンに合わせて SM-5600 シリーズが解決します。

対面計量ラベル
プリンター
SM-5600
PromoLL

「エコロジー」「エコノミー｣
な台紙のないライナーレ
スラベルに対応。オート
カッターを搭載しながら、
コンパクトなボディを継
承しています。

対面販売スケール
LUXEED-L
デザインと質を追及し、
料金はかりの概念を覆し
た新コンセプトの料金は
かり。あらゆる対面作業
の効率化を実現しました。

対面計量ラベル
プリンター
SM-5600
Promo
対面販売に特化したプ
ロモーション一体型モデ
ル。お客様側の表示には、
道行くお客様の目を引く
映像の再生が可能です。

ネットワーク対応モバイルプリンター
使い勝手をさらに追求。必要な時にその場でプリントできるネットワーク対応モバイルプ
リンターのラインナップです。

ライナーレス
ラベルプリンター
MP-2eco LL
ライナーレスラベルで無
駄のないラベル印字によ
り、ラベルコストの削減、
ゴミの削減が実現。エコ
に特化した新時代のラベ
ルプリンターです。

対面計量ラベル
プリンター
SM-5600　
ＮＸLL
ライナーレスラベル機能
を搭載したＳＭシリーズ
の標準モデル。Promo
の基本性能を継承し、コ
ンパクトに進化した一台
です。

ラベルプリンター
MP-2eco N
食材管理ラベルや値引ラ
ベル、トレーサビリティラ
ベルなど、用途に応じて
さまざまなラベルの発行
が可能な多機能ラベルプ
リンターです。

ラベルプリンター
HALLO neo7
コンパクトボディながら、
大型カラータッチパネル
を搭載。ライナーレスラ
ベルにも対応。

セルフサービススケール
お客様ご自身で「お好きな商品をお好きなだけ」。トレーに盛り付けし、ラベルを発行、
レジにて精算するセルフ販売をサポートします。

画像認識タイプ
バルク販売
SM-5600BSC

（寿司仕様）
搭載したカメラが寿司の
個数、内容などを自動認
識し、合計ラベルを発行
します。

画像認識タイプ
バルク販売
SM-5600BSC

（惣菜仕様）
搭載したカメラがトレー
を識別して、単価、風袋
を自動呼出。人手をかけ
ないセルフ販売を実現し
ます。
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バックルーム機器
5600 シリーズは、お客様、作業者、環境への「優しさ」を盛り込んだ次世代モデルです。
操作性などを向上したアプリケーションや台紙のないライナーレスラベルで省資源、省コ
ストにも大きな効果を発揮します。さらに、視認性の高いテラオカ UD フォントでシニア
世代にも分かりやすい食品ラベル表示を実現し、新しい売り場づくりをご提案しています。

自動計量包装値付機
AW-5600CPⅡ
コンパクトな設置スペー
スで包装作業の効率を
大幅にアップ。ライナー
レスラベル自動貼りラベ
ラー搭載で見やすいラベ
ルを実現しました。

自動計量包装値付機
AW-5600Ⅱ
高い包装能力と使いやす
さで、商品化作業を強力
にサポート。ライナーレ
スラベルとフィルム使用
量を軽減させるスーパー
ストレッチ機構でエコとコ
スト削減を両立します。

ECOAECOA

逆浸透膜ろ過システム
ECOA-V100SW

（ECOA Fine plus）
/V100S
(ECOA Fine)
特許取得の循環方式によ
り純度の高い水を作り、
大幅な節水も実現。最速
10L/分の給水スピード
(V100SW)でお客様を
お待たせしません。

逆浸透膜ろ過システム
ECOA-V100L-S
手洗いシンク装備タイプ
で設置場所を選ばない製
品高が低いユニバーサル
デザイン。特許取得の循
環方式により純度の高い
水を作り、大幅な節水も
実現しました。

逆浸透膜ろ過システム
ECOA-V100L-SD
給水口が2つのダブルタ
イプで設置場所を選ばな
い製品高が低いユニバー
サルデザイン。特許取得
の循環方式により純度の
高い水を作り、大幅な節
水も実現しました。

逆浸透膜ろ過システム
ECOA-V80CⅡ
製品幅がわずか400mm
のコンパクトタイプ。特
許取得の循環方式により
純度の高い水を作り、大
幅な節 水も実 現しまし
た。無料モード専用機。

純水自動販売機
逆浸透ろ過システムにより「注文を受けてから作られるできたての水」が呼び水となり、
店舗に地域のお客様が集まる継続的なサービスをご提供します。ユーザー PC から顧客
の利用データの閲覧・抽出も可能です。リモート監視システムも標準搭載し、お客様の
安心をサポートします。

計量値付機
DPS-5600Ⅱ
視認性の高いテラオカＵ
Ｄ（ユニバーサルデザイ
ン）フォントを搭載したラ
イナーレスラベルモデ
ル。ラベルの印字内容や
商品写真の画面確認がで
き、作業ミスや誤表示を
防止します。

計量値付機
DPS-560Ⅱ
省スペース設計で小型店
などでも使用可能です。
DPS-5600Ⅱの機能をそ
のまま使えます。

自動計量包装値付機
AW-5600FXⅡ
青果パックやノントレー包
装など多様な包装ニーズ
に幅広く応えるフレキシ
ブル包装機。ラベルコス
トを軽減し、必要な情報
を見やすく掲載できるラ
イナーレスラベルを搭載
しています。

ノントレー
自動計量包装値付機
SWS-5600
トレーの代わりに CO2排
出量の少ない紙シートを
使用し、CO2排出量を削
減します。環境に優しい
ノントレー包装機です。

対面販売対応
ノントレー
自動計量包装値付機
SWS-5600DUAL
トレーの代わりに CO2排
出量の少ない紙シートを
使用し、CO2排出量を削
減します。環境に優しい
ノントレー包装機。客側
表示を装備し、対面での
計量・包装も可能です。

自動計量包装値付機
W-5600CPRⅡ
作業環境に合わせた包
装ラインレイアウトに自
在に対応した後方排出包
装機。トレー底面のフィ
ルムをしっかり溶着させ、
包装後の商品輸送時の包
装はずれを防止します。

定額プリンター
DP-560Ⅱ
テラオカＵＤ（ユニバーサ
ルデザイン）フォント搭載
で、消費者に見やすい
ラベル表示を実現。 ラ
ベルの印字内容や商品
写真の画面確認ができ、
作業ミスや誤表示を防止
します。

胴巻き包装プリンター
RGW-400
帯フィルムを使用する
ことで従来のサーマル
ラベルにない高級感を
演出します。フィルム
への印字と包装を同時
に完了。作業の手間を
省力化します。
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食品加工現場のあらゆるシーンへソリューションを提供する
最新鋭のシステムラインナップです。
計量・包装・ラベリング・検査から後工程の荷捌きまで
生産ラインの一連の作業をトータルでサポート。
よりハイレベルな食の安全性の確保を目指し、様々なご提案をします。

食品製造・加工

Food Industry

食
品
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環境機器
環境対策の基本であるリデュース（発生を減らす）、リユース（繰り返し使う）、リサイクル（再
生利用する）の３R を踏まえた環境性能とさらに持続可能となる経済性を兼ね備えたソ
リューションをご提供します。Economical と Ecological の２つの E を両立する“E2
レボリューション ” で、お客様とともに循環型社会の実現を目指します。

飲料容器自動回収
システム
DRV-1000P
店頭美化とリサイクルを
両立。ペットボトルを約
30％圧縮し、回収業務の
効率化を実現します。

廃棄物計量管理
システム
環境Navi
簡単計量・徹底分別によ
り、廃棄物の適正管理を
実現。ネットワーク対応
で負荷をかけずに一括管
理します。

オゾン除菌脱臭機
ハンディ８
オゾン水専用ハンディタ
イプ。本体重量がわずか
5.8kgの超軽量なので移
動もラクラク。最大8L/
分供給可能です。

古紙リサイクル
ポイントシステム
エコぽす。
不要な古紙がポイントに
なります。検定付きのは
かりとクラウドシステム
でポイント管理も安心で
す。みんなが得するリサ
イクルです。

オゾン除菌脱臭機
オゾフレッシュ
1000
オゾンエアー専用。 エ
アー吹出量の使い分けが
できます。有人時でも使
うことができるため、24
時間稼動の店舗や工場な
どでも使用可能です。

オゾン除菌脱臭機
MINI Ⅱ-G
オゾン水専用ハイパワー
ハンディタイプ。 最 大
12L/分供給でき、24時
間連続使用可能です。昼
夜問わず様々な場所で洗
浄できます。

オゾン除菌脱臭機
オゾン エバンス
TWIN30EV/
TWIN60-EV
オゾン水／オゾンエアー
の使い分けが可能です。
オゾン水の適正濃度を知
らせるオゾン水濃度自動
測定表示やリモート監視
システムを標準搭載し、
機器の動作履歴管理がで
きます。

小型ペットボトル
減容回収機
ボトルスカッシュ

（DRV-100）
設置スペースの削減と新
開発の圧縮機構による高
い圧縮率を実現。IoTサ
ポートで常に状態を監視
し、継続的なペットボトル
リサイクルの仕組みを手
助けします。



ラベリングシステム
食品工場で必要とされるあらゆるニーズに対応するラベリングシステムのラインナップ。
原料、生鮮食品、弁当・惣菜から加工食品に至るまで、お客様の作業現場に合わせた
操作性の高いシステムで、ミスのない、効率的なラベリング作業をサポートします。
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汎用自動貼り
サーマルラベル
プリンター
AP-800
基本性能向上によりノン
ストップ運用を可能にし
ます。生産性向上に繋が
るだけでなく、メンテナ
ス性にも優れます。

定額自動貼り
サーマルラベル
プリンター
HC-800
業 界に特 化したアプリ
ケーションで印字に対す
る信頼性をキープ。ノン
ストップ運用を可能にす
るラベラーです。

ライナーレス自動貼り
サーマルラベル
プリンター
HC-700LL/
AP-707LL
自動貼り＋ライナーレス
を一体化したラベラーで
す。印字内容に合わせ適
切なラベルの長さを自動
認識し、貼り付けます。

定額卓上
サーマルラベル
プリンター
HP-700
業 界 に 特 化したア プリ
ケーションで印字に対する
信頼性をキープした卓上
型ラベルプリンターです。

高速自動計量値付機
HI-700
高速で自動計量してラベ
ル貼付を行い、プロセス
センターの計量値付作業
をスピーディーに処理。
後方に仕分機を接続す
れば店舗仕分けも行えま
す。ライナーレス仕様も
あります。

計量値付
ラベルプリンター
DPS-700
プロセスセンターの計量
ラベルプリンター。12.1
インチのカラー液晶タッ
チパネルを採用して作業
者へ見やすさ、使いやす
さを追求しました。

自動ＰＯＰラベラー
（なで貼り式）
HC-700NP
長さ15 ～ 150mmまで
のラベルを自動で貼り付
ける POP専用自動ラベ
ラー。丸型ラベルから変
形ラベルまで高精度に貼
り付けます。

自動ＰＯＰ専用
ラベラー
HC-700P
最小幅20×長さ20mm、
最大幅80×長さ100mm
の POPラベルを自動で
貼り付けます。貼付方式
もエアシリンダータイプ
で安定した精度で貼付を
実現。

123

計量システム
食品加工工場で様々な形で行われる計量作業。被計量物の形状などにより自動化のし
にくい計量作業や定量詰め作業の効率化をサポートする計量システムのラインナップで
す。計量作業の計量ロスの削減や省力化はもとより、作業の標準化をご提案します。

完全防水型
卓上重量チェッカー
TCW-WP
世界最高水準の IP68に
準拠した防水・防塵設計
を採用。定量計量機能に
加えて、チェッカー機能、
ランク機能を装備した卓
上型重量チェッカーです。

自動排出機構付き
卓上データウェイ
TSDW
定量パック詰め作業での
量目不足の防止ととも
に、計量ロスの削減・作
業の省力化・作業コスト
を削減した組み合わせ計
量器。自動排出機構付帯
の卓上モデルでさらに効
率もアップ。

自動電子計量機
クリーンカップ
スケール
従来では難しいとされて
いた漬物や、調理済み食
品、カット野菜、冷凍食品、
など付着性の高い商品の
計量を実現した組み合わ
せ計量機です。

卓上データウェイ
TCS-205
定量パック詰め作業での
量目不足の防止ととも
に、計量ロスの削減・作
業の省力化・作業コスト
の削減を実現する組み合
わせ計量器です。

コンテナ
ラベルプリンター
CPシリーズ
プロセスセンターの各計
量器に接続するコンテナ
ラベラー。コンテナに店
舗名、商品名、入数、日
付、物流バーコードなど
配送に必要な情報を印字
します。

部位肉計量
ラベルプリンター
DPS-700C
食肉加工センタ－用の部
位肉用計量器。 食肉標
準物流バーコードはもち
ろん、トレーサビリティに
必要なデータ通信機能を
搭載。上位システムとの
連携で履歴管理も実現可
能です。

重量チェッカー内蔵
おにぎり POP
ラベラー
LA-7000
手巻きおにぎりの重量を
確認し、同時にＰＯＰラベ
ルも貼付。ＰＯＰと表示ラ
ベルの貼付有無（オプショ
ン）のチェックを同時に行
い、ＮＧ商品はエアーブ
ローで自動選別します。
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パッケージングシステム
あらゆる食品の商品価値を高め、鮮度・品質をより長く維持するために、最新鋭の食品パッ
ケージの形態をご提案するラインナップを豊富に取り揃えています。トップシール包装、
ノントレー包装、真空包装、ガス充填包装、スキンパック、帯掛け包装など、様々な食
品機能性パッケージをお客様のニーズや現場環境に合わせてご提案します。

ノントレー包装機
TFS シリーズ
ノントレー 食 品 包 装 の
パッケ－ジング作業の効
率 化を図ります。 中で
も TFS-100 は、深絞り
包装機として世界最小で
ありながら機能は世界水
準。ガス充填機能もあり、
様々な包装形態に対応し
ています。

高速トレーシーラー
TRAVE シリーズ
成型されたトレーに対し
てトップシールする高速ト
レーシーラー。ガス充填、
スキンパックなど様々な
パッケージングに対応可
能。型交換も短時間で完
了します。

小型手動
トレーシーラー
CV シリーズ
トレーシーラーの手動タ
イプ。包装バリエーショ
ンは高速タイプと同様に
ガス充填、スキンパック
も可能です。型交換も簡
単です。

ノントレー
シュリンク包装機
SIENNA
カット野菜をはじめ、形
の不安定な物をより美し
く高速で包装するノント
レーシュリンク包装機。
逆ピロータイプなので食
品以外も包装可能です。

高速ストレッチ包装機
STC STN
シリーズ
トレー用ストレッチ包装
機。 中速タイプ STCは
1分間に60パック。高速
タイプ STNは1分 間に
120パックを実現。

食品検査機器
食品の微生物検査・異物検査をはじめ、ラベル印字内容チェックなど、食品加工ライン
における商品品質チェックを行うための食品検査機器のラインナップです。より高いレ
ベルでの食の安全・安心の確保を目指していただくために、様々な食品検査装置をご提
案します。

Ｘ線異物検査装置

XR75
異物の混入や商品の過不
足をチェックするＸ線異物
検査装置。低消費電力化
により管球・ラインセン
サーのロングライフ化を
実現しました。

金属検出機
スーパーメポリ
シリーズ
同時2周波磁界検出方式
の採用で高感度・高安
定を実現。7インチワイ
ド液晶搭載で誰でも簡単
なスマートガイダンス機
能により、操作性を高め
た最新鋭の金属検出器
です。

ラベル画像
検査システム
LIS-D1
高精度ＣＣＤカメラで食
品加工製造工程における
ラベル表示の内容表示の
正誤を自動判断します。
ライン設置タイプです。

ラベル画像
検査システム
LIS-CS
高精度ＣＣＤカメラで食
品加工製造工程における
表・裏ラベルの組合せの
正誤、貼付有無を自動判
断します。

ContamiGraphy®

食品残渣
可視化装置
目視困難な生産設備表面
上の食品残渣をふき取り
検査・培養検査よりも迅
速かつ無試薬で可視化で
きます。

ラベル画像
検査システム
LIS-S1W
高精度ＣＣＤカメラで食
品加工製造工程における
ラベル表示の内容表示の
正誤を自動判断します。
卓上タイプで設置場所も
選びません。

ContamiGraphy®

一般生菌数
可視化装置
試薬を使わず5分以内で
食肉の一般生菌数を可視
化します。これまで48
時間以上かかっていた培
養法と比べ、所要時間を
大幅短縮。
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Food Industry

製造・物流分野では使用環境に応じて
お選びいただける高精度の計量機器とラベルプリンターをご提案します。
さらに、管理・仕分けシステムを連携させて
ヒューマンエラーをなくすことで生産性向上をサポートします。

製造・物流

Logistics

製
造
・
物
流

仕分け・荷捌き装置
包装・計量・値付ラインの後段での出荷先仕分け、詰め込み作業の効率化を図る付帯
設備です。食品加工ライン上で作業の高速化のボトルネックになりがちな荷捌き作業や
詰め込み作業の改善をご提案します。

計量値付ライン用
三方向仕分装置
HS-700E
プロセスセンターの高速
自動計量値付機の後方に
接続して店舗仕分けを行
う仕分装置。エラー排出
機能もあり、連続した作
業が可能です。
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インジケーター
“デジコンポ” シリーズは、組み合わせ自由なコンポーネント方式です。お客様の作業環境
に応える幅広いラインナップが揃っています。

インジケーター
DIX-1000
RS-232C、セットポイン
ト、リモートキーを標準
装備。画面は見やすい7
インチの大型カラー液晶
です。

インジケーター
DIX-2000
RS-232C、セットポイン
ト出力、リモートキー、
LAN、USBを 標 準 装 備
し た 充 実 の イ ン タ ー
フェース。画面は見やす
い7インチの大型カラー
液晶です。

デジコンポシリーズ
インジケーター
DI-850
計 量システム の ネット
ワーク化を実現。定量切
出設定値を100種類ま
で記憶し、選択・計量が
可能です。

デジコンポシリーズ
インジケーター
DI-166
RS-232C、チェッカー機
能を装備したインジケー
ターです。

インジケーター
DI-2000Ⅱ
正確な計量・配合による
作業者ごとの計量のバラ
つきを解消し、作業の標
準化を実現した手計量配
合ミス防止システム。ト
レーサビリティにも対応。

デジコンポシリーズ
インジケーター
DI-950
ホッパー /パッカースケー
ルに不可欠のシーケンス
機能を搭載。定量切出設
定値の設定により、高精
度な重鎮・排出計量制御
ができます。

デジコンポシリーズ
インジケーター
DI-200
前面のパネルサイズは
DIN96×96（mm）のコ
ンパクトサイズ。前面部
の保護等級は IP65で、
多様な環境条件に適合し
ます。

デジコンポシリーズ
インジケーター
DI-170
5点セットポイント制御や
RS-232C出力インター
フェースを標準装備。扱
いやすさを追求して設計
された多機能型インジ
ケーターです。

コンポーネント型スケール
“デジコンポ” シリーズは、組み合わせ自由なコンポーネント方式です。お客様の使用環境
に合わせて選ぶことができます。

一体型スケール
インジケーターとスケールが一体型のタイプです。防水・防塵仕様といった様々なライ
ンナップをご用意しています。

デジコンポシリーズ 
スケール
プラットフォーム型
スケール
堅牢なボディで耐久性に
優れたスケール。豊富な
ひょう量、スケールサイ
ズのバリエーションも多
様に揃います。

デジコンポシリーズ 
スケール
バー型スケール
様々な計量物にフレキシ
ブルに対応。ロードセル
に独自の特殊コーティン
グを施した強靭な構造
で、超過荷重や衝撃に耐
える安定した高精度計量
を実現。

デジコンポシリーズ 
スケール
フレックスウェイ
計測の目的・用途・規模
に合わせて組み合わせが
自由なはかりです。これ
まで対応できなかった特
殊な計量・計数の分野で
活躍しています。

一体型スケール
DS-55S シリーズ
密閉式ロードセル一体型
スケール。防水性、耐久
性、防塵性に優れた強靭
なボディでロングポール
タイプ、ショートポール
タイプ、卓上タイプ（写
真）が選べます。

防水一体型スケール
DS-500
TEMPO
省エネ対応の防水型デジ
タル上皿はかり。はかり
の心臓部であるロード
セルに特殊コーティング
を採用し、防塵・防水性

（IP65）を実現しました。
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一体型スケール
DS-805N
シリーズ
薄暗く離れた場所でも
はっきり見える文 字 高
28mmの大型蛍光表示。
強度と安定性に優れた
設計の一体型スケール
です。

ハンディスケール
DS-865
折り畳み式のハンディタ
イプ。どんな場所へも持
ち運びができる、便利な
はかりです。

卓上スケール
DSX-1000
上下限判定機能搭載によ
る一体型スケールの最新
鋭。7インチカラー LCD
搭載で設定値や計量値
の読取ミスを防止。豊富
な印字内容で様々な管理
を実現。 全仕様国家検
定付き。

電子天びん
EX シリーズ
優れた安定性で測定値を
高速に表示する高精度電
子天びん。

ポスタルスケール
PS-610

（ゆうたろうⅢ）
国内・国際の郵便料金を
瞬時に表示するコンパクト
タイプの郵便スケール。

クレーンスケール
DS-204/
DS-209
Bluetooth®機能を搭載
し、遠距離通信が可能な
クレーンスケール。

一体型スケール
DS-870Ⅱ 
DIGI MOVER
DS-875 
DIGI SLIM
持ち運びに便利な乾電池
駆動のコードレスで薄型
タイプの軽量はかりです。

ラベルプリンター
感熱印字と熱転写印字が使用できるため、製造業界のみならず、工業、医療、衣料、
運輸など様々な業種の製品ラベルに対応可能です。PC が不要なスタンドアロンタイプ
や PC と接続して使用するオンラインタイプがあり、ラベルの処理についてはオートカッ
タータイプ、リボンセーバータイプ、ライナーレスラベルタイプと多彩なラインナップが
揃っています。

スタンドアロン
タイプ
GP-6000α
12.1型 SVGAカラー液
晶（LEDバックライト）タッ
チパネルを搭載。 入力
ミスを抑止する機能に加
え、エラーが発生した場
合でも回避方法を動画で
お知らせする機能も装備
しています。

スタンドアロン
タイプ
GP-7000α
15インチ液晶大画面カ
ラータッチパネルを搭
載。各種データ編集、様々
なラベル作成がこの1台
で簡単に行えます。また、
PC上のブラウザからも
データ作成・印刷が可能
です。

ライナーレス
ラベルタイプ
GP-6000αLL+
台紙のないラベルを適切
なサイズにオートカットす
るため、作業効率のアッ
プと廃棄物が大幅に削減
できます。プラス機能と
して、計量器を2台まで
接続できる機能を搭載。

オンラインタイプ
GP-6000S
ネットワーク型専用プリン
ター。印字密度300dpi 

（12ド ット ）と600dpi 
（24ドット）から選 択で
き、ディスプレイ表示で
プリンター状態やエラー
内容を文字で表示します。

オンライン小型タイプ
GP-2000S
ネットワーク型専用プリン
ター。コンパクトで印字
密度 300dpi（12ドット）
で小さい文字も鮮明に印
字します。

スタンドアロン
小型タイプ
GP-2000αR
8.4インチの大型カラー
TFT液 晶タッチパ ネ ル

（バックライト付き）を搭
載。入力内容の誤りをメッ
セージと音でお知らせす
る機能でラベルの印字ミ
スを防止します。

オンラインタイプ
GP-7000S
PCオンライン型ラベルプ
リンター。PC上のブラ
ウザから簡単にデータ作
成・印刷が可能です。ま
た、既存の Windowsソ
フトからラベル発行でき
る他、システムの一部と
しても容易に導入するこ
とができます。

ライナーレス
ラベルタイプ

GP-2000αLL+
台紙のないラベルを適切
なサイズにオートカットす
るため、作業効率のアッ
プと廃棄物が大幅に削減
できます。プラス機能と
して計量機能を搭載。
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赤、黒
ライナーレスプリンター
acamo
GP-1500
赤と黒 の２色 印 字 する
サーマルプリンター。台
紙のないラベルを使用
するので適切なサイズで
カットし無駄を省きます。

オンライン
ラベルプリンター
管理ソフト
ラベル博士
Windows対応ラベル管
理ソフト。PCの画面を見
ながら自在にレイアウト
作成、ラベル発行の効率
をアップするデータベー
ス機能を搭載。

カウンティングスケール
スケールの上に計量物を載せるだけで微小部品から大型部品までの個数を表示する計
量器です。大型カラータッチパネルタイプ、２スケールタイプ、ラベル発行、トレーサビ
リティ対応が可能となる様々な製品ラインナップが揃っています。

ライナーレス
プリンター搭載
カウンティング
スケール
DCX-1000
小さな部品からチラシや
カタログ、伝票等の紙類、
プラスチック、包装資材、
何でも計数可能。台紙ゴ
ミの出ないライナーレス
プリンターを搭載し、計
数ラベルの発行にも対応
します。

高精度
カウンティング
スケール
DC-530
独自の計数方式ＴＥＰモー
ドを採用した高機能モデ
ル。 誤差予測表示など
の多様な機能や精密なワ
イドレンジセンサーを搭
載。アイテムメモリー件
数は200です。

音声サポート機能付
カウンティング
スケール
DC-３５０Ⅱ
プリンター内蔵、トレー
サビリティにも対応した
高機能モデル。上位と連
動させ指示作業等のシス
テム構築も可能です。

ピッキングツール
入出庫管理・在庫管理・製造トレーサビリティ・ピッキングシステムであらゆる「モノ」の
流れを瞬時にキャッチ。効率化と正確性を兼ね揃えた物流改善を強力にサポートします。

無線ピッキング表示器
ＰＬＴシリーズ
無線、バッテリー駆動。
仕分エリアをフリーレイ
アウトで仕分できます。
設置工事も最低限で運用
の開始が可能です。

ＡＩピッキングカート
ＰＫＧシリーズ
ピッキングと同時にバー
コード検品と重量・員数
チェックを行い、作業の
効率化と作業ミスを撲滅
します。

OCR 読取機能付き
無線ハンディ
ターミナル
ＰＭ２５１
高性能な２Ｄバーコードス
キャナーを搭載し、高速
スキャン。不鮮明なバー
コードでも読取れる快適
な操作を実現しました。
オプションで、賞味期限
やロットナンバーを読取れ
るＯＣＲハンディターミナ
ルとしても活用可能です。



製
造
・
物
流

33 TERAOKA PRODUCTS 2018 34

Logistics

飲
食
・
専
門
店

飲食・専門店

Hospitality

店舗運営のオペレーションの効率化を図り、
売上げや利益率を高めるご提案をします。
店舗業態に合わせた製品を選択でき、
業界トップクラスのクラウドサービスと 24時間体制のヘルプデスクが
店舗運営をバックアップします。

物流計測器
荷物や商品の寸法・重さを簡単な操作で計測できる物流向けの採寸計量スケールです。
コンベヤーに載せるだけで全自動測定が可能な “Smart Qbing” シリーズ、複雑な形状
や半透明な商品を高精度に測定できる SPK シリーズが、人手不足にお悩みの物流セン
ターで効率化とコスト削減を実現します。

採寸計量スケール
SPK シリーズ
バラ商品のサイズ測定に
最適な卓上型の採寸計量
スケール。複雑な形状を
した商品も簡単な操作で
サイズ測定。WMS（倉
庫管理システム）の商品
マスター登録を強力に
バックアップ。

駆動式採寸
計量スケール
Smart Qbing
シリーズ
宅配便などの荷物サイズ
を自動で測定するコンベ
ヤー型の計測器。コンベ
ヤーに荷物を流すだけで
バーコードを読取り、三
辺のサイズ測定、計量
を瞬時に行います。薄さ
5mmの小型・薄型の荷
物にも対応 (業界初 )。
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飲食店向け POS・OES
レシートプリンターを内蔵しつつ、コンパクトなボディと快適な操作性を備えた飲食店・
専門店向けに特化した各種 POSレジスターをご提供します。キッチンプリンター及び
ディスプレイで提供をスムーズにし、厨房の効率を上げます。

OES
ハンディー
ターミナル
DT4000
ホールスタッフが携帯す
る注文端末。テーブル空
席状況などホールスタッ
フの総合情報ターミナル
として利用可能です。

コンパクト
ＰＯＳレジスター
DeliousPico
7インチフルカラー客側
表示器一体型のコンパク
トPOS。オプションのキッ
チンプリンター・ディス
プレイ、及びラベルプリ
ンターに接続可能です。

厨房ソリューション
キッチン
ディスプレイ

（KDS)
マトリックス画面にてメ
ニュー調理の都合数がわ
かるため、調理時間が短
縮でき、提供時間が短く
なります。

厨房ソリューション
キッチンプリンター

（KP)
厨房へ注文内容を自動転
送し、伝票を印字するキッ
チンプリンター。

ペン型セルフ
オーダー端末
DeliTouch
ペン型セルフオーダー端
末。既存のメニューブッ
クを利用するため、老若
男女問わず簡単に商品を
探すことができます。

セルフ POS
Pico セルフ
スタッフが不在でもお客
様自身で会計できる次世
代型フルセルフ会計機。
フルセルフと有人対応の
切替が可能で１台２役を
こなせます。

POS 兼オーダー端末
FOTPOS
15インチの大型タッチパ
ネ ル 採 用 の POS端 末。
空席などのテーブル情報
も簡単に把握できます。

セルフオーダー・会計システム
スタッフの負担を軽減し、効率的な人員での店舗オペレーションに貢献します。慣れ親
しんだメニューブックを利用できるペン型セルフオーダー端末やファストフード店、弁当
店などのカウンタースタッフの負担を減らすオーダー・会計分離型セルフオーダー端末が
揃います。

ホールソリューション
カスタマー
ディスプレイ

（CDS)
お客様呼び出しシステム。
調理完了後、キッチンディ
スプレイ（KDS)からの操
作で自動音声を流し、お
客 様 を 呼 び 出しま す。
ホール接客のないお店を
実現。

販促機能付き
タッチパネル券売機
Saleup
販促機能を備えたタッチ
パネル券売機です。オプ
ションで会員価格切り替
え、各種電子マネー、自
社プリペイドの使用が可
能です。

フルセルフ券売機
DeliousLio
お客様の目の動きに優し
くシズル感のある商品画
像で注文ができる新感覚
券売機。

厨房ソリューション
キッチン
ディスプレイ

（KDS）
券売機で購入した商品を
表示。注文と同時に厨房
に伝達され、すぐに調理
が開始できます。

ホールソリューション
テーブルトップ
オーダー（TTO）
テーブル席でお客様自身
が注文するシステム。お
客様のペースで気軽に注
文でき、注文の度にスタッ
フを呼ぶ必要がありませ
ん。ホールスタッフの人
数を抑えられ、人件費の
削減に貢献します。

ライナーレス
ラベルプリンター
NP710
会計時 POSレジと連動
し、テイクアウト商品の
原材料や賞味期限を印字
したラベルを発行。ラベ
ルは台紙なしのライナー
レスラベル。
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NetworkHospitality

店舗接客・販売、工場の生産性などにおいて
業界初のサービスをご提供しています。
クラウドサービスと連携すれば、
店舗の販売促進や管理業務なども
強力にサポートします。

クリーニング

飲
食
・
専
門
店

クリーニング店舗向けPOS・外交ハンディ
クリーニング店舗向けの専用レジスターと外交ハンディでお客様のクリーニングビジネ
スをサポート。直感的な操作と顧客ごとのコメントで新人のスタッフでも簡単に操作が
覚えられ、また外交員まかせだった顧客管理もすべて把握します。クラウド本部システ
ム「ASTEMPO」と接続すれば、日々の売上進捗・ピンポイント販促なども可能です。

クリーニング店舗向け
コンパクト
POS レジスター
DUKE310  
neoⅡ
コンパクトでオールイン
ワン。使いやすさにこだ
わったクリーニング POS
レジスター。オプション
と組み合わせれば多様な
店舗運用が可能です。

クリーニング店舗向け
POS レジスター
DUKE310Ⅱ
簡単で覚えやすい操作、
店頭販促の定番の客側
CMディスプレイ、上位
顧客お知らせ表示など、
より早く、やさしく、正確
に接客力と販促力を高め
るクリーニング専用 POS
レジスターです。

クリーニング
外交ハンディ
Clios Ⅱ
顧客情報を見える化し、
大切な顧客を離さない。
情報を活かす、軽量・コ
ンパクトな外交ハンディ。
外交員任せの顧客管理
ではなく、本部・工場で
顧客の一元管理が可能
です。

返却ロッカー
MIA CULLA
営業時間外でも利用客に
預かった衣類の返却が可
能。DUKEと連携し、受
付スタッフの作業負荷も
軽減。

Cleaning

お客様のニーズに合わせて、
ネットワーク構築からヘルプデスクまで
お客様のビジネスを
トータルでサポートします。

Network

ネットワーク

ネットワークサービス
お客様のニーズに合わせて、ネットワーク構築からウィルス対策まで
強力にバックアップします。

アンチウイルスサービス
TERAOKA
ANTI VIRUS
SERVICE
企業に求められるセキュ
リティ機能を網羅したク
ラウド型ウイルスサービ
ス。マイナンバーの情報
漏洩対策にも有効です。
安全なセキュリティ製品
をラクに運用管理し、安
心なセキュリティ環境を
ご提供します。

マルチファンクション
サーバー
T-GATE
お客様のシステム環境を
24時間サポートする多
彩な機能を搭載。ネット
ワークルーターとしてセ
キュアな環境を構築しま
す。モバイルルーターと
しても利用可能です。

ネットワークサービス
T@Net
システム 機 器 の ネット
ワーク環境の構築に不可
欠なインターネットプロ
バイダーサービスをご提
供します。NTTフレッツ
回線の申し込みからイン
ターネット開通、運用管
理までワンストップで対
応します。



〒 146-8580 東京都大田区久が原 5-13-12

www.teraokaseiko.com

お客様窓口

	 0120-37-5270
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