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ユビレジ編  
ユビレジを使用するためには 初にいくつかの設定が必要です。Web講習では基本的なメニュー(カテゴリや商品)や支払い

方法、レジ担当者、分析で使用するタグを登録する方法をご案内いたします。 

 

また、設定は PCやMac、ユビレジアプリで行なうことができますが、Web講習では PCやMacのブラウザで管理画面にア

クセスして行なう手順をご案内しております。 

※ Internet Explorer(ver.11以上)、Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safariをご利用ください 

 

 管理画面にアクセスする  

メニューの登録や支払い方法、レジ担当者などの設定は管理画面で行ないます。ユビレジを使用する上で管理画面は頻繁

に使用しますので、お気に入りへ登録しておくことをお勧めいたします。 

 

PC またはMacのブラウザを開き、https://ubiregi.com/ja にアクセスします。 

右上の[ログイン]をクリックし、【Emailかアカウント名】と【パスワード】を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  
メニュー設定では商品ごとに管理やすくするための「カテゴリ」と、カテゴリの中に「商品」を登録していきます。 

例えば、「ドリンク」というカテゴリを作成し、その中に「ミネラルウォーター」や「炭酸飲料水」を登録したり、「アルコール」のカテ

ゴリを作成し、その中に「ビール」や「ワイン」を登録するなど、お店にあわせてカスタマイズできます。 

 

1. メニュー設定  

[レジ管理]から[メニュー設定]をクリックします。 

 

 

画面の左から「カテゴリ」や「商品」が表示されています。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-1. メニュー設定  – カテゴリを登録する  

 [ + カテゴリ追加]ボタンをクリックします。 

 

 

「新しいカテゴリ」が表示されるので、「名前」にカテゴリ名を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 

下の画像では、「麺類」というカテゴリを追加しています。 

 

 

カテゴリの 1番下に「麺類」が追加されていることを確認できます。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-2. メニュー設定  — カテゴリ内に商品を追加する  

さきほど作成した「カテゴリ：麺類」の中に商品を追加します。[麺類]をクリックした後に、画面右上の[ + 商品追加]ボタンをク

リックします。 

 

 

「新しい商品」の登録ウィンドウが表示されるので、各項目を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 

 

SKU 商品を識別する IDを店舗で決めて設定します。他の商品と重複しないようにする必要が
あります。 

項目名 商品やサービスの名前を入力してください。 

カテゴリー 入力しておいたカテゴリから選択します。 

バーコード 商品を識別するためのバーコードを入力します。バーコードリーダを使わない場合、空欄

にしてください。 

項目の種類 通常の商品は「税込」または「税別」を設定してください。割引などは割増を使います。

売上に計上しない項目は売上外とします。 

価格 商品の価格を入力します。選択する「項目の種類」により内容が変化します。 

税 税率を設定します。国内の場合は、通常 8%となります。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-3. メニュー設定  — 商品を修正する  

「たぬきうどん」と入力しなければいけないところを「たぬきうど n」で登録してしまった場合、商品名の右側にある[編集]ボタン

をクリックします。 

 

 

「編集」ウィンドウが表示されるので修正を行ない、[保存]ボタンをクリックします。 

 

 

登録した商品の一覧ページでは、下の画像のように登録した内容によりアイコンが表示されます。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-4. メニュー設定  — 割引・割増商品を追加する  

会計の合計金額より 10%割引するメニューを登録します。深夜料金で割増する時も同様です。 

[ + 商品追加]ボタンをクリックし各項目を入力していきます。先程登録した商品と異なるのは、「項目の種類」が「割増」を選

択することです。入力が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。 

 

 

「割増」を選択すると値を入力する枠が表示されます。 

「 − 」を入力することで割引になり、「 + 」を入力することで割増となります。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-5. メニュー設定  — 登録外の商品を追加する  

● 1点物の取り扱いが多く商品を登録できない 

● 商品マスタに登録していない商品を会計したい 

● 商品価格を会計時に決めたい 

などの場合、「0円」商品をあらかじめ登録しておきます。 

 

[ + 商品追加]ボタンをクリックし各項目を入力します。 

下の画像では「項目名」はどのような商品にも対応できるようにしたいので「商品」としています。価格は「0円」で入力し、 後

に[保存]ボタンをクリックします。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

1-6. メニュー設定  — 一括で商品を追加する  

1-1から 1-5の手順で 1点ずつ商品を登録することもできますが、CSVファイルを使用することでたくさんのメニューを 1度に

更新、登録することもできます。 

 

CSV ファイルは、Numbersや Excel等の表計算ソフトを使用して作成します。 

CSV ファイルの書式についてはユビレジヘルプの「CSV ファイルで作成した商品マスタをユビレジで使用したい」をご確認い

ただく、またはいくつか商品を登録してそのファイルをダウンロードしていただくことでご理解いただけるかと思います。 

 

 

  ユビレジヘルプ： https://support.ubiregi.com/ 
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ユビレジ	 –初期設定編−  
会計レシートにタグを紐付けることで、管理画面で分析に活用することができます。 

例えば、年代別に分析したいのであれば「10代男性」や「20代女性」などを登録し、毎月の売上をスタッフごとに分析したい

のであれば「スタッフの名前」を登録するなど、タグはお客様のアイディア次第で活用いただけますので、色々とご活用くださ

い。 

 

2. タグ設定  

[レジ管理]から[タグ設定]をクリックします。 

 

 

画面の左から「登録したタグ一覧」や「実際に使用するタグ」が表示されます。 

 
※ 実際に使用できるタグは「16個」になります 
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ユビレジ	 –初期設定編−  

2-1. タグ設定  – タグを登録する  

[ + 新しいタグ]ボタンをクリックします。 

 

 

「追加」の登録ウィンドウが表示されるので、各項目を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 

 
 

名前 タグの名前を入力してください。 

背景色 テキストラベルを選択した際の背景色になります。 

ラベル ／ アイコン ラベル…「テキスト」に入力した文字がラベルになります。 
アイコン…登録されているアイコンから選択できます。 

テキスト 「ラベル」を選んだ際に表示される文字を入植してください。 
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ユビレジ	 –初期設定編−  
会計の際に選択する支払い方法を登録します。 

支払いには「現金」や「カード」「商品券」など色々とあります。お店独自の「割引券」を登録することもできます。 

 

3. 支払い方法設定  

[レジ管理]から[支払い方法]をクリックします。 

 

 

画面左から「登録した支払い方法」や「編集ボタン」「非表示ボタン」「並び替えボタン」が表示されています。支払い方法は過

去の会計にも影響を及ぼすため削除はできず、非表示となります。 
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ユビレジ	 −初期設定編−  

3-1. 支払い方法設定  – 支払い方法を追加する  

[ + 新しい支払い方法]ボタンをクリックします。 

 

 

「追加」の登録ウィンドウが表示されるので、「名前」を入力します。 

「種類」はいくつかの選択肢がありますので、適切な項目を選択します。 

「お釣りを出す」は「現金」や釣銭を出す「商品券」の場合などにチェックを付けます。クレジットカード支払いのようにお釣りを

出さない場合はチェックを外して設定します。 

 

 

 

登録した支払い方法の一覧をページでは、下の画像のように「お釣りなし」のアイコンが表示されます。 

 

  



Copyright Ubiregi Inc. All rights reserved 
本資料の著作権は株式会社ユビレジに帰属します。無断活用、転載、公表、変更、複製、譲渡することは禁止されています。   15 

ユビレジ	 −初期設定編−  
注文を取る、会計をする、キャッシュドロワの操作を行なうなどの操作にレジ担当者を記録できます。 

 

4. レジ担当者設定  

[レジ管理]から[レジ担当者]をクリックします。 

 

 

画面左から「設定した画像」や「担当者名」「編集ボタン」「非表示ボタン」が表示されています。 
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ユビレジ	 −初期設定編−  

4-1. レジ担当者設定  – レジ担当者を追加する  

[ + 新しいレジ担当者]ボタンをクリックします。 

 

 

「新しいレジ担当者」の登録ウィンドウが表示されるので、「名前」を入力します。「カメラ」アイコンをタップすることでレジ担当

者に画像を設定することもできます。入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。 

 

 

4-2. レジ担当者設定  – レジ担当者を非表示にする  

レジ担当者は過去の会計にも影響を及ぼすため削除はできず、非表示となります。 

スタッフが辞めた場合は、画像や担当者名を変更するのではなく「非表示」ボタンを押してください。 

 

 

※ ブラウザに表示を反映させる場合は、ブラウザの「更新」ボタンを押してください 
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ユビレジ	 −初期設定編−  
レシートには店舗の情報を印刷することができます。 

店舗名や住所、連絡先、営業時間など、お客様の用途にあわせて変更してください。 

 

5. レシート設定  

[レジ管理]から[レシート設定]をクリックします。 

 

 

画面の左から「フッター」や「サンプルレシート」が表示されます。 

 

※ サンプルレシートには、フッターに入力した内容は反映されません 
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ユビレジ	 −初期設定編−  

5-1. レシート設定  – フッターに登録する  

ユビレジでは店舗情報を入力する項目を「フッター」と呼んでいます。 

フッターに必要な情報を入力し、[更新する]ボタンをクリックします。 

 

※	 一部の記号や機種依存文字、絵文字は使用できません 

      レシートの印刷ができない： https://support.ubiregi.com/archives/6634 

 

5-2. レシート設定  – 編集する  

「フッター」の内容を変更し、[更新する]ボタンをクリックします。 

その後、ユビレジアプリに反映させるため、ユビレジアプリの[設定]アイコンから[同期]を選択して同期を行なってください。 
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ユビレジ	 −初期設定編−  
ユビレジでは会計の際に顧客データを紐付けることができます。既に顧客データがある場合には事前に登録しておくことをお

勧めいたします。また、Web講習では 1件ずつの登録手順をご案内しておりますが、CSV ファイルによる一括登録を行なうこ

ともできます。手順については以下のヘルプページをご参照ください。 

 

顧客データをファイルで取り扱いたい：  https://support.ubiregi.com/archives/6644 

 

6. 顧客管理機能  

画面の上部にあるメニューより[顧客]をクリックします。 
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ユビレジ	 −初期設定編−  

6-1. 顧客管理機能  – 顧客を追加する  

[ + 顧客の追加]ボタンをクリックします。 

 

 

「顧客の追加」の登録ウィンドウが表示されるので、各項目を入力し、[保存]ボタンをクリックします。 

 

ID 重複しないようお店で IDを決めて入力します。 

名前 お客様の名前を入力します。 

ふりがな お客様の「名前」に入力したふりがなを入力します。 

性別 「男性」または「女性」を選択します。 

誕生日 西暦で誕生日を半角で入力します。	 例）1990-01-01 

電話番号 電話番号を半角で入力します。 

Email メールアドレスを半角英数字で入力します。 

郵便番号 郵便番号を半角で入力します。 

住所 住所を入力します。 

建物名 マンション名などを入力します。 

Twitter Twitterの IDを入力します。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
メニューや支払い方法などの登録が完了したところで、レジ操作を行なうことができるようになりました。 

実際に作業を行なう前にまずは各画面をご案内させていただきます。 

 

1. ダッシュボード  

ユビレジアプリを起動するとダッシュボードが表示される基本の画面となります。 

 

 
 

会計 主に使用する会計モードです。 

レジ設定 メニューやタグ、支払い方法、レジ担当者の追加や修正、削除を行なうモードです。 

設定 ユビレジアプリやユビレジエクステンションに関する設定を行なうモードです。 

終了した会計 会計が終了したレシートを確認することができます。 

ごみ箱 不要になったレシートをドラッグして捨てることができます。 

レジ担当者変更 レシートに紐付けるレジ担当者を切り替えるボタンです。 

雲 売上データを保存しているユビレジサーバーとの接続状況を示すアイコンです。 

エクステンション ユビレジエクステンションとの接続状況を示すアイコンです。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

2. 注文画面  

注文を受ける際、会計を行なう際にはダッシュボードでレシートアイコンをタップします。 

注文画面が表示されるのでオーダーを取ったり、タグや顧客を紐付けたりします。 

 

 
 

未会計レシート印刷 会計前にレシートを印刷するボタンです。テーブル伝票(注文伝票)としてご利
用いただけます。 

バーコード入力 バーコードリーダーを使用せずに直接打ち込む際に使用します。また、バーコ

ードリーダーが認識されているとバーコードの右上に●が表示されます。 
	 ※ USB接続タイプのバーコードリーダーのみとなります 

レジ担当者変更 レシートに紐付けるレジ担当者を変更できます。 

メモ 会計にメモをつけることができ、色のマークをつけることもできます。 

会計 精算を行なう画面へ移動できます。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

3. 会計画面  

会計時に表示される画面です。 

 

 
 

 

「ダッシュボード」や「注文画面」「会計画面」を使用して、ユビレジでは注文から会計までの処理を行ないます。 

 

次のページから実際にユビレジアプリで操作をしていきましょう。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

1. レジ基本操作  – 注文から会計まで  

[レシート]アイコンをタップします。 

 
 

[カテゴリ]や[商品]をタップして、注文を登録していきます。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
注文された商品をタップしていくと、画面左に商品が登録されていきます。 

注文をすべて取り終えたところで、[会計]ボタンをタップします。 

 
 

初に登録した支払い方法が表示されます。お客様の支払い方法により選択します。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
今回、650円のお会計にたいして 1,000円いただきましたので、[1000]をタップします。 

画面左側には「現金   ¥1,000」「お釣り   ¥350」と表示されます。間違いがなければ、[会計]ボタンをタップします。 

 
 

レシートプリンタの設定が完了しているとレシートが印刷されます。会計が終了したので[会計完了]ボタンをタップします。続け

て注文から会計を行なう場合には、[新しい会計]ボタンをタップします。 

 
 

複数の支払い方法で支払うこともできます。詳細は「6.支払い方法 – 複数の方法で支払う」をご覧ください。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

2. 個数の変更  

注文個数を変更するには 3通りの方法があります。 

 

2-1. 個数の変更  – 商品をタップする  

商品を直接タップすることで追加できますが、レシートでは「コーヒー×2個」にはなりません。 

 

 

2-2. 個数の変更  – 個数をタップする  

[個数]欄を直接タップすることで商品を増やせます。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

2-3. 個数の変更  – 詳細ウィンドウを表示する  

商品名をタップすると、詳細ウィンドウが表示されます。[個数]タブをタップし、[ - ]や[ + ]、またはテンキーを使用して個数を

入力します。詳細ウィンドウ以外をタップすると元の画面に戻ります。 

 

 

3. レジ基本操作  – 注文の取り消し  

商品の上で「左から右(右から左)にスワイプ」または「個数の部分を長押し」すると、[取り消す]ボタンが表示されます。商品を

取り消してよい場合は、[取り消す]ボタンをタップします。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

4. 商品を値引きする  

商品の値引きを行なうには 3通り(値引き/割引/金額)の方法があります。 

 

 

「商品」をタップして、詳細ウィンドウが表示されたら、[値引き]ボタンをタップします。 

 

 

4-1. 商品を値引きする  – 値引き  

[値引き]ボタンをタップし、値引きする金額をタップします。 

下の画像では、「500」と入力しているため、「▼¥500/29%」引きとなっています。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

4-2. 商品を値引きする  – 割引  

[割引]ボタンをタップし、値引きする%の数値をタップします。 

下の画像では、「5」と入力しているため、「▼¥88/5%」引きとなっています。 

 

 

4-3. 商品を値引きする  – 金額タブ  

[金額]ボタンをタップし、販売価格をタップします。 

下の画像では、「1500」と入力しているため、「▼¥500/25%」引きとなっています。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  

5. 会計時に値段を決める  

特定の商品の価格を会計時に手入力するには、値引き機能を使用します。 

下記のような場合にご利用ください。 

   ●マスタに登録していない商品を会計したい      ●バーコードのない商品を会計したい      ●商品価格を会計時に決めたい 

 

5-1. 会計時に値段を決める  

「1-5. メニュー設定 —― 登録外の商品を追加する」で登録した商品を使用します。 

 

 

「商品」をタップし詳細ウィンドウを表示します。[値引き]ボタンをタップし、続けて[金額]ボタンをタップします。 

その後、テンキーを使用して販売価格を入力します。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
ユビレジでは複数の支払い方法を使用できます。 

今回は 3,362円の会計金額にたいして、「3,000円分を商品券で支払い」「残りを現金で支払う」手順をご案内します。 

 

6. 支払い方法  – 複数の方法で支払う  

いつものように注文を取り、会計を行なうために[会計]ボタンをタップします。 

 

 

「3. 支払い方法設定」で登録した支払い方法が表示されます。まずは「商品券」をタップします。 

 

  



Copyright Ubiregi Inc. All rights reserved 
本資料の著作権は株式会社ユビレジに帰属します。無断活用、転載、公表、変更、複製、譲渡することは禁止されています。   33 

ユビレジ	 −レジ操作編−  
支払い金額をタップします。今回は「３０００」とタップし、[会計]ボタンをタップします。 

 

 

画面左側には「商品券」で入力した支払金額が表示されています。 

残りの「362円」を支払う方法を選択します。今回は、「現金」で支払いますので、[現金]をタップします。 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
残りの金額を確認し、間違いがなければ[会計]ボタンをタップします。 

 

 

会計を終了させるには、 [会計完了]ボタンをタップします。 

 

会計を終了させる前に「2. 初期設定 − タグ機能」や「6. 初期設定 − 顧客管理機能」で登録した内容をレシートへ紐付け

るには、[タグ・顧客を追加]をタップします。 

 

※ タグや顧客の紐付けは会計を完了させてしまうとできないためご注意ください 
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ユビレジ	 −レジ操作編−  
画面左側にある「タグ」をタップすることでレシートにタグを紐付けできます。タグはいくつでも設定できます。 

また、タグを利用した分析を行なうことができます。詳細はヘルプページをご覧ください。 

担当者ごとに売上は表示できますか： https://support.ubiregi.com/archives/5778 

 

すでに顧客が登録されている場合は、画面右側にある「 + 」をタップすることで登録できます。間違えて登録してしまった場

合は「 - 」をタップして取り消すことができます。新規に顧客を登録する場合は、「追加」をタップしてください。 

 

人数は画面左下にある「 - 」や数字ボタン、「 + 」ボタンをタップして登録できます。 

 
 

タグや顧客の登録が完了したら、右上の[完了]をタップして終了です。 
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ユビレジ	 –管理画面編−  

1. 管理画面  − 売上  

PC またはMacのブラウザよりお気に入りに登録していただいた「管理画面にアクセス」し、ログインします。 

画面上部にあるメニューより[売上]をクリックし、[今日]または[今月]をタップします。 

 

 

売上の概要や支払い方法別の金額、取り消し、返金・返品、入金・出金、詳細なログを確認できます。 

 
 

2. 管理画面  − 分析  

[分析]から[店舗]や[商品][タグ]をタップすることで色々な分析をご覧いただけます。 

各機能については、ユビレジヘルプをご覧ください。 

 

 

 

 

ユビレジヘルプ： https://support.ubiregi.com/ 
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ユビレジ	 –その他−  

1. 日報を印刷する  

印刷した時点での売上を確認するには、ユビレジアプリから「日報」を印刷することで確認できます。 

[設定]アイコンをタップし、[日報を印刷]をタップします。 

 
 

営業終了後の処理については、以下のヘルプページをご覧ください。 

営業終了後の処理： https://support.ubiregi.com/archives/5975 
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ユビレジ	 –その他−  

2. 当日の会計データを取り消す  

会計を修正するには、一旦会計を取り消す必要があります。 

[終了した会計]アイコンをタップし、会計一覧より取り消したい会計をタップします。 

 

 

会計の詳細が表示されるので、[取り消す]をタップします。確認メッセージが表示されるので、[会計を取り消す]をタップします。 

「取り消す」が「取り消し済み」に代わります。 

 

 

※ 会計の取り消しは、当日中のみ可能です。過去の会計を取り消すことはできません。 
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ユビレジ	 –その他−  

3. レシートのロゴの設定をする  

ユビレジアプリからロゴは設定します。 

[設定]アイコンをタップし、[ユビレジエクステンション]をタップします。 

 

 

認識されているユビレジエクステンションをタップします。 
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ユビレジ	 –その他−  
[ロゴ]をタップします。 

なお、「レシートサイズ」がご利用のプリンタのサイズと異なっている場合は、正しいサイズに変更してください。 

 

 

[カメラ]または[フォトアルバム]よりロゴに設定する画像を撮影または選択します。 

[色の調整バー]や[白黒反転]で調整し、[テスト印刷]で結果を確認します。 

設定に問題がなければ、 後に[アップデート]をタップしてロゴの設定は完了です。 

 

 

 

 

 

 

本書に記載の内容は将来予告なく変更される可能性があります。 

新情報はヘルプページ(https://support.ubiregi.com/ )をご確認ください。 
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