
 

 

Orange POS Series 

製品カタログ 



 

 

小売業／サービス業 

飲食業 

ラインナップ名 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

タブレット型 次世代POSシステム 

オーダーエントリーシステム 

在庫管理システム 

会員・配送受付システム 

インタラクティブ カスタマーディスプレイ 

■ 製品ラインナップ 



 

 

Orange POS Cloud 

iPadをPOSレジに！顧客・在庫もまとめて管理。 

■専用ハード不要で低コスト 
■省スペース＆ポータビリティ 
■プロモーション、分析など、多彩な機能。 

■主要機能 会計 多店舗管理 省スペース オフライン 顧客管理 

①多彩な会計機能：分割、売掛、部門会計等、多彩な会計に対応。 
②オフラインでも安心：オフラインでもデータをiPad上に保持可能。 
③充実の顧客管理：顧客の購入履歴やメモ機能も完備。 
④省スペース：店舗に合わせて、最適な構成での導入が可能。 
⑤多店舗管理：複数の店舗も一元管理可能。 

外部機器と連動し、レジ
としての機能を網羅しま
す。 

プロモーションモードなど
従業員の接客クオリティの
向上を実現します。 

豊富な、分析機能を備え、
店舗の運営に役立つデータ
の取得が可能です。 

データは全て一元管理。
複数店舗でも本社から、
全店舗のデータをリアル
タイムで確認できます。 

Orange POS Cloudの特徴 



 

 

Orange Handy 

使いやすさ・機能をそろえたスマートなハンディ 

■すぐに使える直感的な仕様（２タップオーダー特許取得） 
■仕様に合わせて選べる端末（iPad、iPad mini、iPod touch） 
■レシピ機能を使えばお客様への商品説明も（商品の説明文や画像の登録ができます） 

■主要機能 
２タップ 
オーダー 

レシピ 集計機能 
注文状況 

確認 
出し分け 

①２タップオーダー:直感的に簡単に操作ができます。 
②注文状況表示：卓毎に注文状況、配膳状況、入店時間等を把握できます。 
③オーダー出し分け：伝票を複数のプリンタへ出し分けることができます。 
④集計機能：客層や客単価、回転率等の飲食店で求められる集計が可能です。 
⑤レシピ機能：アレルギー情報等を登録し、接客時に参照できます。 

特許を取得した２タップオ
ーダーで、簡単操作。 

店舗に合わせ、複数のプリ
ンタから出し分けが可能。 

客層、客単価、回転率など
、充実の集計機能 

テーブルごとに入店状況
をわかりやすく表示。 

Orange Handyの特徴 



 

 

Orange Stock 

専用機器、台帳要らず！タブレットでスマートに在庫管理。 

■iPadとBluetoothバーコードリーダーで在庫管理。 
■複数店舗間での在庫移動も楽々。 
■Orange POS Cloudと完全連動 

■主要機能 棚卸 POS連動 在庫追跡 店舗間移動 入出庫 

①棚卸：iPadとバーコードリーダで在庫管理。 
②店舗間移動：複数店舗間での在庫移動も管理可能。 
③入出庫：伝票番号を入力し、特定店舗へ商品の出庫登録が可能です。 
④在庫追跡：棚卸実績はもちろん、入出庫の履歴も管理可能です。 
⑤POS連動：Orange POS Cloudと連動しており、瞬時に在庫確認が可能です。 

各店舗の在庫を瞬時に把握可能。 
在庫不足による売り逃しを防ぎ、
売り上げのアップに繋がります。 

単店舗の在庫管理はもちろん、
店舗間の在庫移動もタブレット
を用いて実現可能です。 

Orange Stockの特徴 



 

 

Orange Signage 

カスタマーディスプレイに「広報スペース」を。 

■高額なカスタマーディスプレイは利用せず、iPadで価格表示。 
■予備のiPadを有効活用して、アプリをインストールするだけ。 
■画像のスライドショーやTwitter連動も搭載。レジ横でPRをしてみませんか。 

■主要機能 
カスタマー 

ディスプレイ 
Bluetooth 

連動 
Twitter 

連動 
スライドショー 

①カスタマーディスプレイ：お客様へ金額を表示する機能です。 
②Twitter連動：店舗で保有しているアカウントを表示することができます。 
③スライドショー：指定した画像のスライドショー表示が可能です。 
④Bluetooth連動：POS用端末とリアルタイムでの表示が可能です。 

意外と高額なカスタマーディスプレイは利用せず、 
iPad＋アプリで解決！予備のiPadの有効活用！ 

Orange Signageは、単なる価格表示にとどま
らず、SNS連動やキャンペーン画像などを表示
可能。店頭に貴重な広報スペースを創出できま
す。 

Orange Signageの特徴 



 

 

Orange Gift 

会員申込・配送受付を簡単に！ 

■申込用紙や配送伝票の店舗管理の課題をこれ一つで解決。 
■紙の個人情報管理リスクと会員データ化のコストを削減。 
■属性抽出も簡単。DMやメルマガなど販促機能も充実。 

■主要機能 手書き機能 
クラウドで 

保管 
オプション 
設定機能 

もしかして 
検索 

逆引き機能 

①手書き機能：性別年代に関わらず簡単に入力。 
②もしかして検索機能：郵便番号から簡単に住所候補を選択。 
③地図からの逆引き機能：地図をタップするだけで住所が反映（特許出願中） 
④オプション設定機能：ギフトカードや熨斗などにも対応可能。 
⑤クラウドで保管：紙媒体で個人情報を保管するリスクから開放されます。 

Orange Giftの特徴 



本部管理機能 

 期間別・商品別の集計をはじめ、客層や金
種別での集計が可能です。飲食店向けの機能
として、卓別の回転率や客単価の集計も可能
です。それぞれのデータはすべてCSV形式で
の出力ができるので、店舗に合わせて、デー
タの加工も行うことができます。 

①多彩な集計機能 

多様なニーズに応える管理機能を搭載。 
複数店舗のデータも一元管理。 

 複数の店舗のデータは、すべて同じ画面か
ら確認が可能です。画面上部のショップセレ
クタを切り替えることで、店舗データの閲覧
が可能です。また、本店機能を利用すれば、
全店舗でのマスタ更新や、全店舗の集計を行
うこともできます。 

②多店舗の情報も一元管理 

 店長には全ての機能を、バイトスタッフに
は登録作業だけというように、ログイン者に
より、操作権限変更することができます。 
多店舗の場合、店舗毎に操作権限を割り振る
ことも可能です。 
 

③管理権限の振り分けも可能 

売上集計 

商品登録 



 

 

- 導入企業の声 - 

- 導入企業の声 - 

お客様の満足のいくサービスを提供できる 
人材を育成するツールになる。 

Orange Handyは、メニューのカテゴ
リー登録を細分化でき、ホールスタッ
フが注文する際に迷わず商品を探せる
ので接客業務に無駄がなくなるため、
そこからホールスタッフの負担が軽減
され、より高付加価値な接客が可能に
なります。新人スタッフへの教育もス
ムーズになり、時間をかけることなく
お客様の満足のいくサービスを提供で
きる人材を育成することができると思
います。 

- 導入企業の声 - 

カフェに特化した「カフェモード」機能で会計も簡単に。 

株式会社CNCエンタープライズ 
C SMART CAFE 様 

EC-Orange POSには、イートインや
テイクアウトなど、カフェ特有の注文
フローに対応した「カフェモード」機
能が搭載されており、注文内容がひと
目で分かるようになればスムーズな接
客に繋げることが可能になると思い導
入しました。また、白を基調とした清
潔感があるカフェには、オシャレでス
マートな見た目の美しさもとても重要
なポイントです。 

■ 飲食店 事例インタビュー 

フルマークス株式会社   
菜食健美 花いちもんめ 様 
 

店舗外から売上や在庫等のデータを 
リアルタイムに管理できることが決め手でした。 

EC-Orange POSは、場所を問わずに
売上情報や在庫情報をリアルタイムに
確認できるシステムに魅力を感じまし
た。また、Orange  Handyの特徴の
ひとつである2タップオーダーを活用
することでオーダーミスを少なく、お
金と在庫の関係をしっかりと管理して
いけると思い導入を決めました。 

株式会社Shine  
HONS TOKYO(ホンズ トーキョー) 様 



 

 

■ 事例一覧（一部抜粋） 

株式会社ジー・テイスト  
スパイスピエロ 六本木店 様 
 
スープカレー 

株式会社ロフトワーク  
FabCafe 様 
 
カフェ 

株式会社バックパッカーズ | 
camp coffee みなとみらい店 様 
 
カフェ 

株式会社Urth Caffe JAPAN  
Urth Caffe 代官山 様 
 
カフェ 

株式会社アセットインベスター 
炭火焼ホルモン ぐぅ 様（5店舗） 
 
炭火焼ダイニング 

株式会社IAC | 
集い炉端 味人 
 
居酒屋 

株式会社 産直  
小林精肉店 様 
 
和食 

株式会社ときわ 
日本酒居酒屋 権（ごん） 様様 
 
日本酒居酒屋 

有限会社サンレインボー  
龍花門 新浦安店様 
 
創作中華レストラン 

株式会社ポルンガ  
焼き鳥ダイニングPOLNGA様 
 
焼き鳥ダイニングバー 

音羽建物株式会社 
野菜倶楽部 oto no ha Café 
 
有機無農薬野菜 

株式会社SUU・SUU・CHAIYOO  
オールドタイランド様  
 
タイ料理 

有限会社ウッドベリーズ  
ウッドベリーズ マルシェ 
 
生フローズンヨーグルト専門店 

株式会社リトルトーキョー  
ar STirage 
 
バー 

株式会社 ブルース・アレイ・ジャパン 
 
 
ライブハウス 

有限会社 菊富士  
菊富士本店様 
 
海鮮居酒屋 

株式会社エスト!ジャポーネ | 
EST!JAPAN（エスト・ジャパン） 
 
和食 

株式会社SORA  
沖縄ゆんたく酒場様 
 
沖縄料理 



 

 

■ 機器構成について 

～小売店の場合～ 

本部サーバー/本部PC 

売上データ 

商品データ 

会員データ 

※サーバーおよび
PCは店舗にある必
要はありません。 

【バーコードリーダー】 

【iPad】 【レシートプリンター】 

有線 

店舗機器 

【サーバー】ＬＡＭＰ環境 

[本部PC】 

【キャッシュドロア】 

本部サーバー/本部PC 店舗機器 

料金モデルイメージ（小売１店舗の場合） 

▼初期費用▼ 

ライセンス費用※１ 
       ¥50,000 

周辺機器フルセット※２ 
       ¥149,800 

キッティング費用※３ 
       ¥35,000 

※1：ライセンス費用は、「Orange POS Cloud」のみの場合です。 

※2：周辺機器フルセットは、「iPad Air、レシートプリンター、 
   バーコードリーダー、キャッシュドロア、送料」が1セット含まれています。 

※3：キッティング費用はプリンターのセッティング費用になります。 

▼月額費用▼ 

= 
初期費用合計金額（税抜） 

¥234,800 

Orange POS Cloud月額費用（税抜）

¥9,800 



 

 

■ 機器構成について 

～飲食店の場合～ 

料金モデルイメージ（飲食１店舗の場合） 

▼初期費用▼ 

ライセンス費用※１ 
       ¥70,000 

周辺機器フルセット※２ 
       ¥222,700  

キッティング設置費用※３   
¥35,000 

※1：ライセンス費用は、「Orange POS Cloud」及び「Orange Handy」２つの合計金額になります。 

※2：周辺機器フルセットは、「iPad Air１台、iPad mini retina 1台、レシートプリンター１台、 
   キッチンプリンター1台、キャッシュドロア１台、送料」が1セット含まれています。 

※3：キッティング費用はプリンターのセッティング費用になります。 

▼月額費用▼ 

= 
初期費用合計金額（税抜） 

¥327,700 

Orange POS Cloud 
       ¥9,800 

Orange Handy    
¥5,000 = 月額費用合計金額（税抜） 

¥14,800 

本部サーバー/本部PC 

売上データ 

商品データ 

会員データ 

※サーバーおよび
PCは店舗にある必
要はありません。 

【iPad】 【レシートプリンター】 

有線 

店舗機器 

※店舗のWi-Fi環境
は必須となります。 [サーバー】※ＬＡＭＰ環境 

[本部PC】 

【キャッシュドロア】 
【キッチンプリンター】 

Wi-Fi 
 

連動 

 

【無線LANルータ】 

有線LAN 
ケーブル 
 

【Handy端末】 
連動 

 



 

 

■ 料金について 
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■月額ライセンス料金 （本部Webアプリ＋POSアプリセット）  
 データ容量に応じて３つのプランからお選び頂けます 

■Orange POS Cloud ライセンス  

初期費用 ¥50,000 

容量 
最大商品点数 

（目安） 

最大顧客数 

（目安） 
1店舗 

ライト 1GB 500点 1000件 
 ¥9,800  

(¥10,290) 

スタンダード 3GB 1500点 5000件 
 ¥13,800  

(¥14,490) 

アドバンス 5GB 3000点 10000件 
 ¥17,800  

(¥18,690) 

■Orange Handy オプション ※1店舗3台まで  

月額費用 下記、参照 

初期費用 ¥20,000 月額費用 ¥5,000 

■Orange Signage オプション  

初期費用 ¥0 月額費用 ¥3,000 

 
■Orange POS Cloud アプリケーション基本料金表 

■Orange Stock オプション  

初期費用 ¥20,000 月額費用 ¥5,000 

■Orange Gift オプション  

初期費用 ¥20,000 月額費用 ¥5,000 



 

 

■ 料金について 

No 項目 価格 

1 iPad Air Wi-fi 16GB 設定費込み ¥51,800/台 

2 iPad retina Wi-fi 16GB 設定費込み ¥48,800/台 

3 iPad 2 Wi-fi 16GB 設定費込み ¥39,800/台 

4 iPad mini retina 16GB  設定費込み ¥41,900/台 

5 iPad mini Wi-fi 16GB 設定費込み ¥31,800/台 

6 レシートプリンター TSP654Ⅱ  Bi ¥58,000/台 

7 キッチンプリンター TSP654Ⅱ E3 ¥59,000/台 

6 バーコードリーダー OPN-2002I/N   ¥28,000/台 

7 キャッシュドロア CB-72Ⅲ-5 ¥10,000/台 

設定費用 価格 

設置費用 ¥35,000/ １店舗 

8 Wi-Fiルーター WZR-600DHP2 ¥10,000/台 

9 Wi-Fiルーター WZR-900DHP ¥15,700/台 
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■ハード・その他費用 

※商品点数、店舗数、会計量、追加機能など要件確認後に正式な御見積を提出いたします。 

■端末アカウントライセンス 

POS,Handy等合わせてiOS端末5台目以降課金されます。 
（iPad1台、iPadmini ３台まで基本料金） 

■データオプション 

追加月額費用 1GBあたり ¥2,000/月 

追加月額費用 1台あたり ¥1,000/月 

追加月額費用 1台 2台 3台 4台 5台 

MDM 

（月額費用） 
   ¥500  ¥1,000  ¥1,500   ¥2,000  ¥2,500 

管理する端末台数ごとに課金されます。 

■MDM（モバイルデバイスマネージメント）について 

管理者がワイヤレスで特定ユーザやグループに向けてプッシュ配信やアプリ削除を 
強制的に行うための有料セキュリティサービスです。 

※別途送料や出張費等が発生致します。 



 

 

■ オプションについて 

■Orange POS サポートメニュー 

メニュー 条件 金額(税抜） 詳細 

1.カテゴリ設定 

部門オプション、商品登録代行  

（フロア設定含む） 

 

1000点まで 

 

 

¥30,000~ 

 

※1000件を超
える場合は別
途お見積もり
致します。 

■内容 

・お客様の商品及びメニューの登録を代行させて頂きます。 

 

■前提事項 

・商品登録の元になるデータは当社指定の形式データで受領
することを想定しています 

・代行登録後の修正は1回までとさせていただきます。 

・2回以降の再修正の依頼につきましては、 

商品登録代行料金が料金表の通りに再度発生いたします。 

・既存の受注データの移行できません。 

2.顧客データ移行 

 

1000名まで 

 

¥50,000~ 

 

※1000名を超
える場合は別
途お見積もり
致します。 

■内容 

・既存システムからのデータの移行をさせていただきます。 

 

■前提事項 

・移行の元になるデータは当社指定の形式データで受領する
ことを想定しています  

・移行するデータについては弊社の顧客マスタの項目にある
ものとなります  

・受注データの移行はできません。 

・顧客データ代行登録後の修正はできません 

・2回以降の再修正の依頼につきましては、商品登録代行料
金が料金表の通りに再度発生いたします。 

 

3.導入前ユーザー教育研修 1回2h ¥50,000 ■内容 

・弊社スタッフがお客様先にお伺いをして、 

 初期運用に必要なユーザー研修会を致します 

 

■前提事項 

・研修内容は会計操作、パラメータ設定、商品   登録、ロー
ル交換とさせて頂きます。 

・研修に参加が可能な人数は最大で5人までになります。 

・東京近郊以外の場所への研修は、別途交通費をご負担いた
だきます。（実費） 

・研修の日時に関しては、別途スケジュールの調整となりま
す。 

 

4.導入後オンサイト研修 

 

 

 

1回2h ¥50,000 ■内容 

・研修スタッフがお客様先にお伺いをして、 

 ご希望の操作内容の研修会を致します。 

 

■前提事項 

・研修内容はご希望の操作方法をお伺いした上で対応させて
頂きます。 

・東京近郊以外の場所への研修は別途交通費をご負担いただ
きます。（実費） 

・研修の日時に関しては別途スケジュールの調整となります。 


