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ネットレジってなに？ネットレジってなに？

これからのお店づくりに必要なのは“勘”より“数字”。
ネットレジなら、インターネットにつなぐだけで、
いつでも手軽に売上を確認!
売上データを様々な角度から分析することもでき、
経営改善に最適な対策を打つことができます。
しかも、レジの操作は今まで通りでOK!
単なるレジ業務を越えた、
ネットレジならではの多彩な機能で、
“勝てる”お店づくりをお手伝いします。

▲  主な機能とラインアップ

▲  ネットレジでできること

▲  導入の流れ

▲  料金プラン

ネットレジなら、
いつでも手軽に売上が見える!

売上情報は鮮度が命!

ネットレジなら、
お店の現状がくわしくわかる!

商売上手は分析上手!

ネットレジなら、
毎日の業務が快適＆スピーディー!

便利機能で業務がはかどる!

食品販売店 飲食店 文具店
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商売繁盛のための
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物販、飲食、FCチェーンなど、幅広いスタイルに対応。

いま、ネットレジが、さまざまな業種で大活躍!
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ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。

ネットレジではじめる

商売繁盛のための
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主な機能とラインアップ主な機能とラインアップ ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。

いままで通りの“簡単操作”で、いままでにない“店舗運営”を実現! 
インターネット直結レジスター「ネットレジ」

50,000 PLU

50,000 PLU 50,000 PLU

2,500 PLU

5,000 PLU

■選べるキャッシュボックス（ドロア）
省スペースに紙幣3・硬貨6種類を収納できる
小型ボックスと、紙幣4・硬貨6種類の全金種に
対応し、収納力に優れた中型ボックス。
目的に合わせてお選びいただけます。

小型ボックス 中型ボックス

30部門

15部門 15部門

■部門ごとの商品登録に対応
商品をグループ別に登録でき、売上の部門管理に役立ちます。

20部門15部門4部門 30部門

■単品管理に便利なPLU
決められた番号に、商品ごとの価格・品名を登録することで、
単品ごとの売上を管理することができます。

50,000 PLU2,500 PLU 5,000 PLU

20部門

4部門

小型ボックス

小型ボックス 小型ボックス

中型ボックス

中型ボックス

中型ボックス

オートカッター

50,000 PLU30部門
オートカッター

■オートカッター

オートカッター

■抗菌加工キーボード
抗菌加工処理されたキーボードを採用。
清潔なお店での使用に役立ちます。

■分離設計

TE-3500-20M（ホワイト）
メーカー希望小売価格

130,000円（税込136,500円）

TE-2500-15S（ホワイト）
オープン価格

TE-2500-15SBK（ブラック）
オープン価格

TE-5500-30S（ホワイト）
メーカー希望小売価格

290,000円（税込304,500円）

小型ボックス
オートカッター

TK-2500-4S（ホワイト）
オープン価格

TK-2500-4SBK（ブラック）
オープン価格

TK-5500-4S（ホワイト）
メーカー希望小売価格

290,000円（税込304,500円）

4部門

4部門

オートカッター

TK-5500-4M（ホワイト）
メーカー希望小売価格

300,000円（税込315,000円）

QT-6000

TE-5500-30M（ホワイト）
メーカー希望小売価格

300,000円（税込315,000円）

5,000 PLU

小型ボックス 2,500 PLU4部門 小型ボックス

5,000 PLU

スタンダードモデル あらゆる店舗に対応。使いやすいストロークキータイプ。

※売上集計管理サービス．売上集計管理サービスEX共にご利用いただけます。

※TK-5500シリーズは売上集計管理サービス、売上集計管理サービスEX共にご利用いただけます。 ※QT-6000は売上集計管理サービス、売上集計管理サービスEX共にご利用いただけます。

飲食店向けモデル メニュー登録に便利なタッチキー＋ストロークキータイプ。

■電子店名スタンプ
レシートの店名、領収書の店名・住所は、
同梱されている注文書で発注していただくと、
電子店名スタンプ（別途3,150円・税込）を
作成いたします。
きれいな店名ロゴを印刷することができます。

■簡単操作
ワンタッチでインターネットへ接続。会計処理もクレジット決済処理も
すべてレジスター上で集中操作できます。

■充実の基本機能
漢字表示対応の大型液晶や、営業記録が保管できる2シートサーマル
プリンタなど、充実の機能を搭載。

■コンパクト&スタイリッシュ
磁気カードリーダとの一体設計により、省スペースを実現した
スタイリッシュなデザイン。

■充実の集計機能
●PLU別点検／精算　●時間帯別点検／精算　●月間日別点検／精算　
●期間集計1点検／精算　●期間集計2点検／精算　●在高点検　
●部門／PLU個別点検　●客層別点検／精算（TE-5500/TK-5500のみ）

売上集計管理サービス/EX

売上集計管理サービス/EX

売上集計管理サービス/EX
50,000 PLU4部門 小型ボックス

オートカッター

TK-5500-4SBK（ブラック）
メーカー希望小売価格

290,000円（税込304,500円）

売上集計管理サービス/EX 売上集計管理サービス/EX

売上集計管理サービス

売上集計管理サービス

売上集計管理サービス

売上集計管理サービス 売上集計管理サービス

レシートや領収書を自動的に
カットするオートカッターを搭載。
そのつど手でカットする
手間が省けます。

●商品ごとに3タイプあります。

●商品ごとに4タイプあります。

※初期設定は5,000PLU。

※写真は小型ボックスです

※磁気カードリーダはKT-10に同梱されています。
※KT-10のご利用は、株式会社CXDネクストの加盟店契約に基づきます。

※TE-5500/TK-5500に対応

※

レジスター本体とキャッシュボックスを
別々に設置でき、自由度の高い
レイアウトを可能にします。

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

タッチパネル型クイックターミナル

無機抗菌剤・練込
置数キー・キーキャップ



ネットレジでできることネットレジでできること

レジスター本体をインターネットに接続し、株式会社CXDネクストと加盟店
契約することで、商売繁盛に役立つ、さまざまなサービスを活用できます。

見やすい画面で売上分析

売上データを自動分析し、注目ポイントをわかりやすい画面で表示。お店の課題や対策がすぐに見つかります。

売上集計管理サービス/EX

サービス運営センター
株式会社CXDネクスト

24時間365日のサポート体制で、困ったときも安心＊

店舗支援サービス 電子決済サービス

CASIO
ネットレジ: TK-5500-4S
電子決済端末: KT-10

ADSL/ケーブルテレビ回線
FTTH（光ファイバー）回線など

ブロードバンド
回線

売上集計管理サービスと
スキャニングサービスで、
毎日の店舗運営をサポート。

iDと磁気クレジットカードに対応。
スムーズなお会計で商売繁盛を
お手伝い。

※店舗支援サービス／電子決済サービスは株式会社CXDネクストが提供するサービスです。
※店舗支援サービス／電子決済サービスのご利用は、株式会社CXDネクストへのお申込が必要です。電子決済サービスについては、審査の結果ご利用いただけない場合がございます。
※店舗支援サービス／電子決済サービスは、プロバイダとのブロードバンド契約が必要です。

レジスターをインターネットに接続することで、株式会社CXDネクストが提供する各種サービスに対応。

▲

 接続イメージ

＊加盟店様向けコールセンターをご用意いたしております。

・

いつでも気軽に売上チェック

レジ打ちした売上情報を、約30分ごとに自動集計。
パソコンやケータイでいつでもどこでもチェックできます。

レジの精算と同時に、帳票やグラフを自動作成。
正確な売上がその日のうちに確認でき、
報告の手間が省けます。

磁気クレジットカードやiD（おサイフケータイ®/カード）での
支払いに対応。支払い方法が選べるのでお客様の
満足度が向上します。

面倒なJANコードの手入力をせずに商品登録が可能。
充実の登録数で、膨大な商品点数もしっかりカバー。

日報作成の手間を軽減

ハンドスキャナーで簡単レジ登録 スキャニングサービス 2度打ちいらずのラクラク決済！ 電子決済サービス

ピッと
スキャン

グラフ

帳票

クレジット
カード

簡単
レジ登録

パソコン
でも

▲パソコン画面イメージ ▲ケータイメール画面イメージ

▲日報

▲曜日別売上集計

おサイフ
ケータイ

売上集計管理サービス/EX 売上集計管理サービス/EX

たこのマリネ

エビサラダ

ケータイ
でも

ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。

売上変動の一発表示で、
お店の健康状態が
一目瞭然

● ダイジェスト1

要チェックのポイントを
自動でお知らせ

● 売上カルテ2

専門知識がなくても、
手軽に売上分析が可能

● 比較レポート3
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客層別の比較レポートはTE-5500/TK-5500に対応

＊売上集計管理サービス/売上集計管理サービスEXの対応WEBブラウザは、Internet Explorer 6,7及び8になります。「2010年3月現在」
   詳しくはCXDネクストインフォメーションセンターにお問い合わせください。



売上情報は鮮度が命！売上情報は鮮度が命！
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ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。

売上情報を自動で集計。パソコンで手軽に確認できます。ケータイにメール配信する

こともでき、外出先からでも売上チェックが可能。お店の状況に合わせてタイムリーな

業務指示を出すことができます。

商品別の売上を、ランチタイムやディナータイムなど時間帯別に集計。自動更新される集計

データから、その日の売れ筋を把握し、食材加工のタイミングや翌日の仕入れなどを適切に

コントロールできます。

いつでもタイムリーな対策が打てる!

外出先でパソコンで

ケータイで

売上速報画面のトップページに前日（前回）の売上状況を一発表示。売上・客数・

客単価が一目でわかり、前週や前月との変動もマークでわかりやすく表示。

忙しいときでも、時間をかけずにお店の健康状態をチェックできます。

お店の“健康状態”が一目瞭然!

売り切れや売れ残りを軽減!

約30分ごとに売上情報を
自動更新! 全店・各店の
売上情報を自動集計！

オフィスで

設定時刻に売上速報をメール配信! 移動中や出張時でも売上や客数がわかる!

客数や売上などを
1日3回配信。

あらかじめ設定された
売上目標を自動配信。

様々な情報をメール配信

14:00 20:00 24:00

ランチタイムの売上
をチェック

ディナータイムの
売上をチェック

閉店後の確定売上
（締め）を確認

ワンポイント
活用術!

売上状況に応じて仕込みを調節。常に最適な量の
パンを焼くことで廃棄ロスを減らせます。

ベーカリーの場合…

今日はクリームパンを
多めに… みごと完売! 

いままでは

これからは

売上目標に届かない際、
未達アラームを自動配信。

随時または設定時刻に、
オーナー向けページから
業務連絡を配信可能。

売上速報

売上目標

売上警報

業務連絡

たこのマリネ

エビサラダ

時間帯ごとの商品・部門の
売上を1日5回配信。
※売上集計管理サービスEXのみ

時間帯別
速報

※売上集計管理サービスEXのみ

忙しい店長でも
お店の現状が
すぐにわかる!

忙しくて数字を細かく
チェックするのが面倒…

本日の
売上は…

▲時間帯別速報

コスト
DOWN
に

店舗支援サービス

▲ケータイメール画面イメージ



売上データを自動分析し、経営の目安となる売上ポイントを表示。

お店の問題点がすぐにわかります。比較レポートでデータを詳しく分析することもでき、

課題解決に役立てることができます。

売上データをもとに帳票やグラフを自動作成。

1日の正確な売上情報はもちろん、

週別や月別の売上推移など、さまざまな角度から経営状況が把握できます。

お店の課題を把握し、すぐに解決! 分析に役立つ帳票・グラフを自動作成!

ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。

ワンポイント
活用術! レジを精算すると正確な日報が即座に作成できます。閉店後の一手間を軽減!

レジ精算後に
パソコンで
確認するだけ!

売上データをCSV形式でパソコンにダウンロードし、表計算ソフトで加工することが可能!
CSV形式のデータについて、詳しくはWEBサイトをご覧ください。

CSV対応

帳票

分析データを経営改善に活用!

売上分析が簡単! グラフ

●商品別売上集計表 ●時間帯別売上集計表 ●日報 ●月報 
●日別売上集計表 ●週別売上集計表 ●月別売上集計表 
●日別部門別売上集計表 ●日別取引別売上集計表 
●曜日別部門別売上集計表 ●商品価格帯別売上集計表 
●担当者別売上集計表 ●グループ別売上集計表 ●曜日別売上集計表 
●部門別売上集計表 ●レジ売上表 ●クレジット売上明細表 
★時間帯別部門別売上集計表 ★時間帯別商品別売上集計表 

●日別売上集計グラフ ●日別客数集計グラフ 
●月別売上集計グラフ ●時間帯別売上集計グラフ 
●曜日別売上集計グラフ ●部門別売上集計グラフ 
●グループ別売上集計グラフ ●週別売上集計グラフ
●日別部門別売上集計グラフ ●曜日別部門別売上集計グラフ 
●商品価格帯別売上集計グラフ  

あくせく…

ふむふむ…
売上を手作業で
書き写し日報を
つくるのは大変!

いままでは これからは

自動生成される帳票 自動生成されるグラフ

※★は売上集計管理サービスEXのみ

好調の理由も不調の原因も
レポートをみればよくわかる!

夕方の客数が
　　減っている…

同じスタッフ、営業時間でも、
より効率的な運営が可能!

スタッフの移動で
ディナータイムの
接客を強化!

早番から遅
番へ!

お店のコアタイムに合わせて、スタッフシフトや営業時間などを見直し、

人件費などのコストを削減できます。

営業時間を
1時間ずらし、
集客効率アップ!

まだ開いて
る!

コスト
DOWN
に

売上
へ

商売上手は分析上手 !商売上手は分析上手 !

※客層別の比較レポートはTE-5500/TK-5500に対応

チラシを配って
客数アップ！
チラシを配って
客数アップ！
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店舗支援サービス

▲曜日別売上集計グラフ▲日報



スピーディーに商品登録!
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部門や商品、タッチキーのレイアウトなど、レジの各種設定をパソコンで編集。

設定情報を各店舗のレジに配信して管理できます。

磁気クレジットカードや、iD（おサイフケータイ/カード）

での会計に対応。支払い方法を選べるので、お客様も大満足。

クレジット決済のお客様を逃がすことなく、

確実な集客アップを実現します。

1アイテム約2秒の
スピード登録で、
膨大な点数の商品登録
もらくらく。

文具店の場合…

レシートへメッセージを印字。
キャンペーン告知やクーポン券
としての活用など、レシートを
販促プロモーションの
ツールとして活用できます。

日替わりや週末限定のメニュー変更・追加など、
手間のかかる商品登録をパソコンで手軽に設定可能。
飲食店など、頻繁にメニューが変わる店舗で役立ちます。

メニュー変更 レシートメッセージ

タッチキーシートの名称変更や
印刷ができます。
3面切替に対応した印刷も可能。
※TKシリーズのみ。

タッチキーシート

その他の設定項目
●担当者設定　●税金設定　●基本設定　●CSV対応

面倒なJANコードの手入力をせずに、ハンドスキャナーで商品のバーコード

を読み取り、価格や部門を設定するだけでレジに商品を登録できます。

iD（おサイフケータイ/カード）

価格の2度打ちが不要だから会計業務がスピードアップ

キャッシュレス会計で釣り銭の間違いがなくなる

お客様のニーズに合わせた支払い方法で、集客率もアップ!

クレジット会計対応で、決済業務を効率化!

電子決済サービスお申込の方に、決済端末KT-10を貸与いたします。電子決済サービスお申込の方に、決済端末KT-10を貸与いたします。

ネットレジ 検 索

ネットレジの製品情報について詳しくは
PCサイトもしくはモバイルサイトをご覧ください。便利機能で業務がはかどる !便利機能で業務がはかどる !

ワンポイント
活用術!

価格や部門を、
入力します。
価格や部門を、
入力します。
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ハンドスキャナーで、
バーコードをスキャン
ハンドスキャナーで、
バーコードをスキャン

いままでは これからは

パソコンでラクラク設定

価格の
2度打ち
いらず！

おサイフ
ケータイで！ iD搭載

クレジット
カードで！

約2秒後、本体表示部に
商品名が表示されます。
約2秒後、本体表示部に
商品名が表示されます。

NTTドコモ（DCMX®）、三井住友カード、イオンクレジットサービス、クレディセゾン、
ユーシーカード、オリエントコーポレーション、ライフカード、セディナ、
ファミマクレジット、大和ハウスフィナンシャル、VJAグループ　（2010年10月現在）

株式会社CXDネクスト

※商品データベースには、財団法人流通システム開発センターが運営するJICFS/IFDB（ジクフス/アイエフデービー:JANコード統合商品情報データ
　ベース）の商品情報を利用。※一部商品のJANコードには対応しておりません。

きゅうり しいたけ 卵LL 肉まん

ピーマン なす 卵  L あんまん

トマト かぼちゃ 卵  M カレーまん

キャベツ レタス 卵  S ピザまん

白菜 しめじ うずら

※クレジットカード会社との加盟店契約に基づきます。

磁気クレジットカード
手作業で設定
するのはタイヘン

簡単操作でらくらくレジ設定!

「ｉＤ」とは、株式会社NTTドコモが提供するポストペイ（後払い）方式の決済サービスです。
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中井美穂の
カシオネットレジ

※ネットレジ、電子店名スタンプ、サーマルポップ、ドロップインはカシオ計算機株式会社の登録商標です。

本体表示：キャラクタ部16 文字 × ２行、数値部10 桁　液晶表示（バックライト付き）  客用表示：数値部８桁LED 表示（収納式回転機構付き）

加減乗除計算　最大計算桁数は置数10 桁　答え10 桁（負数のときは９桁）

月差± 30 秒（通電状態25℃において）　2088 年までフルオートカレンダ

バナジウムリチウム充電式電池使用　記憶保持 約90 日　電池寿命 約５年

電子店名スタンプ：RAC-13（店名ロゴ・領収書ロゴ・サーマルポップ用）　防水カバー：WT-89（TE-2500/TE-3500/TE-5500）、WT-90（TK-2500/TK-5500） タッチキーカバー：WT-91（TK-2500/TK-5500）  ハンドスキャナー：HHS-18 マルチ決済端末：KT-10

２シートサーマルプリンター方式　　印字速度 約14 行/ 秒　　印字桁数 レシート・ジャーナル各32 桁（半角文字の場合）　給紙方式 ドロップイン方式　
記録紙 幅57 ～ 58 mm、外径80mm 以下の感熱記録紙（消耗品欄参照）店名ロゴ印字 縦21mm ×横48mm の範囲でデザイン可（レシートに自動印字）　
用紙カット レシートは手動カット（TE-5500/TK-5500はオートカット）　ジャーナルは自動巻き取り　　領収書発行 必要に応じて領収書の発行が可能

置数・預かり金 (10 桁: 0 ～ 9,999,999,999)　登録（7 桁: -999,999 ～ 9,999,999）合計（10 桁: -999,999,999 ～ 9,999,999,999）　リピート（6 桁: -999,999 ～ 999,999）
ノンアド（16 桁: 0 ～ 9999999999999999）％レート（整数２桁＋小数２桁: 0.01 ～ 99.99%）税率（整数２桁＋小数4 桁: 0.0001 ～ 99.9999%） 乗算数量（整数４桁＋小数３桁: 0.001 ～ 9999.999）

紙幣４種・硬貨６種
ドロアロック錠付き、コインケ－ス取り外し可能、

キャッシュトレ－取り外し可能

紙幣４種・硬貨６種
ドロアロック錠付き、コインケ－ス取り外し可能、

キャッシュトレ－取り外し可能

紙幣3種・硬貨６種
ドロアロック錠付き
コイントレー取り外し可

紙幣3種・硬貨6種
ドロアロック錠付き
コイントレー取り外し可

紙幣3種・硬貨6種
ドロアロック錠付き
コイントレー取り外し可

AC 100V ± 10V 50/60Hz　10W AC 100V ± 10V 50/60Hz　11W
0℃～ 40℃　10％～ 95％ RH

約 10 Kg 約 5.5 Kg 約 10 Kg 約 5.5 Kg

330×360×198mm　
客用表示を出した高さ 240mm

400×450×213mm
客用表示を出した高さ 256mm

約 10 Kg

ネットレジ本体 TE-5500/TK-5500 年間 12,000円（税込12,600円）

年間 12,000円（税込12,600円）

年間   9,600円（税込10,080円）

年間   7,200円（税込  7,560円）

年間   7,200円（税込  7,560円）

ネットレジ本体 TE-2500/TK-2500

ネットレジ本体 TE-3500

ネットレジ本体
TE-5500/TK-5500

（部品代が別途必要となります）

ネットレジ本体
TE-3500/TE-2500/TK-2500

重　　修　　理
普　通　修　理
軽　　修　　理
普　通　修　理
入力キー部修理
軽　　修　　理
普　通　修　理
軽　　修　　理

15,000円（税込15,750円）
10,000円（税込10,500円）
  5,000円（税込  5,250円）
13,000円（税込13,650円）
  9,000円（税込  9,450円）
  4,500円（税込  4,725円）
18,000円（税込18,900円）
  4,500円（税込  4,725円）

電子決済端末 KT-10
ハンドスキャナー HHS-18

ハンドスキャナー    HHS-18

電子決済端末 KT-10

400×450×213mm
客用表示を出した高さ 256mm

約 5.5 Kg

330×360×198mm
客用表示を出した高さ 240mm

400×450×213mm
客用表示を出した高さ 256mm

330×360×198mm
客用表示を出した高さ 240mm

◎モードキー　◎ドロアロックキー　◎ロールペーパー×2　◎ジャーナル巻き取りホルダー　◎検銭板　◎取扱説明書一式
◎ゴム足　◎ドロア天面穴キャップ（TE/TK-5500はドロア天面塞板）　◎ドロア延長ケーブル（2m）　◎ドロア固定フック　◎メニューシート（TK-2500/5500のみ）

TE-5500-30M TE-5500-30S TK-5500-4MTE-2500-15S
TE-2500-15SBK

TK-2500-4S
TK-2500-4SBK TE-3500-20M TK-5500-4S

TK-5500-4SBK

ストロークキー方式　２キーロールオーバー ストロークキー方式　２キーロールオーバー ストロークキー方式　２キーロールオーバー
PLU

15部門 20部門 30部門4部門（3面切替） 4部門（3面切替）

電卓機能

キーボード
部門数

仕様

型式

表示部

印字部

最大演算桁数

  外形寸法
  幅×奥行×高さ
（ドロア含む）

時計・日付機能
メモリ保護
電源・消費電力
周囲温度・湿度

質量（ドロア含む）

オプション

5,000PLU（スキャニングPLU含む） 5,000PLU（スキャニングPLU含む） 最大50,000PLU（スキャニングPLU含む） 最大50,000PLU（タッチキー72×3面・スキャニングPLU含む）2,500PLU（タッチキー216・スキャニングPLU含む）
ストロークキー＋タッチキー方式  2キーロールオーバー ストロークキー＋タッチキー方式  2キーロールオーバー

ドロア
（キャッシュボックス）

同梱品

消耗品 記録紙 TRP-5880-TW（紙幅58mm、外径80mm の普通タイプ感熱記録紙） 1箱（20個入り）7,000円（税込7,350円）、TRP-5880H-TW（紙幅58mm、外径80mm の高保存タイプ感熱記録紙）1箱（20個入り）10,000円（税込10,500円）

キーボード部
非接触型ICカードリーダライタ
磁気カードリーダ部
メモリ保護
周囲温度・湿度
外形寸法
質量
付属品
特記事項

型式

表示部

電子決済端末  KT-10

液晶画面、パソコン画面、携帯画面、レシート出力例はイメージです。また、

(TE-5500/TK-5500を除く)

レジスター

レジスター

レジスター

FeliCaカードリーダ/ライタ

FeliCa /
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