
スマレジは今や医療業界でも多く採用されています

Ver 1.0

クラウド型POSレジシステム

スマレジの医療業界向け資料



本資料では、

医療業界のお客様に最適な機能をご紹介します。
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医療業界でご要望の多い、自動釣銭機にも対応

高額決済に対応、キャッシュレス決済連携

クリニック・薬局の具体的な運用パターン

サポートも安心・安全

スマレジ導入費用・利用プラン

ショールームのご案内

P3

P4～7

P8

P9

P10～14

P15

P16～17

P18～19



大阪市中央区本町 4-2-12 
野村不動産御堂筋本町ビル 3F
（旧東芝大阪ビル）

山本 博士

ウェブサービスの企画・設計・

デザイン・開発・提供

スマレジ事業、データ収集・分析事業

通信販売事業

2005 年 5月

172人（2021年10月時点）

東京、大阪、名古屋、福岡（FC）

1,097百万円

4431

＼ TVCMはコチラ！／

本社

代表者

事業内容

設立

従業員数

拠点

資本金

証券コード
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有限会社ジェネフィックス・デザインを設立

事業内容：ソフトウエア開発、ウェブデザイン

システム開発部門を切り分け、株式会社プラグラムを設立

タブレットPOSシステム「 スマレジ 」リリース

オーダーエントリーシステム「 スマレジ・ウェイター 」リリース

「スマレジ」がグッドデザイン賞を受賞

勤怠管理システム「 スマレジ・タイムカード 」をリリース

株式会社プラグラムから株式会社スマレジに社名変更

「スマレジ」導入店舗50,000店舗突破、累積取扱高が1兆円を突破

東京証券取引所マザーズに株式を上場（証券コード 4431）、

累積取扱高が2兆円を突破

2005年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2016年

2018年

2019年



スマレジは全国103,000店舗以上で利用されている iPadを使ったPOSレジシステムです。

幅広い業種でご利用頂いており、近年はクリニック・薬局などの医療業界での導入が増えております。

スマレジのご紹介
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100,000店

80,000店

70,000店

60,000店

50,000店

40,000店

30,000店

20,000店

10,000店

登録店舗増加中！

103,000店舗
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お客さまから選ばれて、3部門でNo.1を獲得

調査方法：インターネット調査、調査期間：2021年6月22日～23日、調査概要：クラウドPOSレジ10サービスを対象にしたサイト比較イメージ調査、調査対象：男女、20～69歳、全国、

1.2.店舗スタッフ330名、3.店舗運営者189名、調査実施：株式会社ショッパーズアイ、比較対象企業：「クラウドPOSレジ」Google検索　検索上位7サービス（2021年6月17日16時00分

時点）及び選定企業2サービス 

店舗スタッフが選ぶ、

信頼できると思う

クラウドPOSレジNo.1

店舗経営者が選ぶ、

品質が良いと思う

クラウドPOSレジNo.1

店舗スタッフが選ぶ、

サポートが充実

していると思う

クラウドPOSレジNo.1
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レジといえば、

精算するもの…？

売上金額の計算が主な用途になり

ます。精算以外の在庫や顧客管理

など店舗運用に必要な作業が別途

必要になります。

従来のレジ

クラウドでデータが一括管理ができ、

拡張も自由なレジが、スマレジです。

スマレジなら、精算以外でも在庫や顧客管理、売上分析など、店舗運用に必要

な機能とリアルタイムで接続できます。

スマレジ

従来のレジのような精算だけではなく、 新しい販売ソリューション を実現するのが「スマレジ」です。

POSレジを超えた、高機能クラウド型POSレジ
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アプリをインストール
お手持ちのiPhoneやiPadで、App Storeから

スマレジをインストールし、スタート。

使用に合わせて、機器を組み合わせできます。

必要に応じてプランを契約し、機器を組み合わせることで、ますます便利にスマレジをご利用いただけます。

Appstoreから「スマレジ」アプリをインストール。アカウントを作成し、すぐにスタートすることができます。

使い方次第で機能を拡張し、必要な 機器を組み合わせて使用 することができます。

スマレジは、誰でも簡単にはじめられます。

基本的な

販売がしたい

キャッシュレス決済に

対応したい

自動釣銭機を

導入したい

例えば… 例えば… 例えば…



安価なタブレットPOS導入で浮いたご予算を、自動釣銭機の導入に回して業務改善できます。

※患者様に金額を投入してもらう【セミセルフ】運用にも対応しております。

医療業界でご要望の多い、自動釣銭機にも対応
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お釣りの渡し間違い防止

お釣りを自動計算して排出、ヒューマンエラーを防ぎます。

スタッフの教育が簡単

作業は自動釣銭機にお任せ。難しい操作は不要になります。

レジ締め時間を短縮

金額はもちろん金種や各数量も、一目で確認できます。

引継ぎが安全で効率的

エラーや違算の有無をすぐに確認。レジ担当の引継ぎに便利。
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安定性に優れた据え置き端末

スマレジ指定端末であれば

契約サービス問わず連携可能

楽天ペイ、Squareなど

各種決済サービスと連携可能

複数のQR決済サービスを一つの

アプリ、一つの端末で提供できる

サービス

主要なクレジットカード・電子マ

ネーを1契約で取り扱うことができ

るサービス

クレジットカード・
電子マネー  一元管理

CAT/CCT端末 各種モバイル決済 マルチQRコード
決済サービス

クレジットカード 電子マネー QRコード

クレジットカード、電子マネー、 QR・バーコード決済など、あらゆる決済手段に対応しています。

高額決済に対応、キャッシュレス決済連携も可能
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医療・クリニック

シームレスな情報連携で業務効率が向上。

● 複数医療機関での診療報酬管理（ORCA連携の場合）

● 非課税処理

● 物品販売

● 決済連携

● 自動釣銭機

医療クリニック向け 「バーコード読み取り」（動画）　領収証バーコード読み取り　※標準画面（動画）　領収証バーコード読込※かんたん画面、NON-PLU（動画）

　
自動釣銭機お会計（動画）　自動釣銭機キャンセル（動画）　自動釣銭機精算（動画）　導入事例01（Web）

関連項目

https://www.youtube.com/watch?v=koPZaQdDqgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ICkX79Kkftk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wa06mGcFB0M&feature=youtu.be
https://youtu.be/GIzUcTqAMVU
https://youtu.be/fS0uzauLQbI
https://youtu.be/fMvY1DfrWM4
https://smaregi.jp/casestudy/clinic/keishin.php


会計金額を手打ちする バーコード読み取りに

よる金額入力

レセコンと直接連携する

API連携

スマレジAPIを利用し、レセプ

トソフトから会計情報をスマレ

ジに送信して、二度打ちするこ

となく、シームレスに会計を行

えるます。

スマレジのオープン価格機能

を利用して、レセコンから出力

された金額を手入力すること

ができます。

レセコンで発行する領収書に

価格入りのバーコードを印字

して読み取った際に金額を表

示する仕組みです。

クリニック・薬局の具体的な運用パターン

パターン１ パターン２ パターン３
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NON-PLUでの販売（動画）　医療クリニック向け 「バーコード読み取り」（動画）

自動釣銭機お会計（動画）　自動釣銭機キャンセル（動画）　自動釣銭機精算（動画）　導入事例01（Web）

関連項目

https://www.youtube.com/watch?v=lu2eCrk3xAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=koPZaQdDqgY&feature=youtu.be
https://youtu.be/GIzUcTqAMVU
https://youtu.be/fS0uzauLQbI
https://youtu.be/fMvY1DfrWM4
https://smaregi.jp/casestudy/clinic/keishin.php


非課税の

商品登録も対応

オープン価格機能による、会計金額手打ち
レセコンより出力された領収書の金額を手で打ち込む運用 です。

データ管理がクラウド上で行える点や、レジカウンターをスマートな空間に作成できるのがメリットです。

※オープン価格機能は販売時、商品選択毎に価格を手入力する設定です。　

パターン１
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オープン価格（動画）

関連項目

https://www.youtube.com/watch?v=4xWEXmzRMJE&feature=youtu.be


バーコード読み取りによる金額入力パターン２

バーコード読み取り

レセコンより出力された領収書のバーコードを読み取り連携する運用 です。

会計金額情報を内包したバーコードを印字し、読み取った際にその金額を直接表示する仕組みです。

出力できるメーカーと出来ないメーカーがあるので事前に確認が必要です。
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医療クリニック向け 「バーコード読み取り」（動画）　NON-PLUでの販売（動画）　

自動釣銭機お会計（動画）　自動釣銭機キャンセル（動画）　自動釣銭機精算（動画）　導入事例01（Web）

関連項目

https://www.youtube.com/watch?v=koPZaQdDqgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lu2eCrk3xAs&feature=youtu.be
https://youtu.be/GIzUcTqAMVU
https://youtu.be/fS0uzauLQbI
https://youtu.be/fMvY1DfrWM4
https://smaregi.jp/casestudy/clinic/keishin.php
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レセコンと直接連携する、API連携パターン３

レセコン連携

※レセコン連携をご希望の場合、レセコン提供を行っている、当社指定の販売代理店とのお打ち合わせが必要となります。

　まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

● 日医標準レセプトソフトORCA
● ダイナミクス

● EMシステムズ

レセコン側の患者情報と会計情報が、連携プログラムを介し APIでスマレジに連携します。

APIとはスマレジのデータを他のシステムから更新したり、逆に参照することができる、プログラミングのインターフェースの

ことです。スマレジAPIを利用して、患者様の属性情報や会計情報の連携が可能となり、レジでの 2度打ち作業がなくなり

ます。ミスを減らして受付スタッフの負担を軽減することができます。

スマレジとORCAのAPI連携動画

https://youtu.be/xPFzmonTavQ


充実のサポート体制 顧客情報はしっかり守るサーバーの安全性

導入はすべてお任せログイン・操作ログ履歴

365日開設のコールセンター※、オン

ラインサポートなど安心のサポート体

制。※プレミアムプラスプラン以上

安定したサーバー稼働率(直近で

99.998%※)。SSL暗号化による安全

なデータ通信。 ※2019年4月〜2020年3月

レジ端末上の顧客情報は、クラウド接

続時のみ使用できるので、万一端末

を紛失しても制御が可能。

スタッフのログイン履歴や操作ログが

すべて記録され、誤操作対応や不正

防止につながります。

店舗での設置・設定代行※や、スタッ

フのトレーニング※、商品データの移

行※など。※別途費用
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安心のオフライン対応

万が一、インターネットに繋がらない

時でも、いつも通り販売業務が可能。

インターネットを使ったレジが不安 、というお客さまもご安心頂ける充実のサポート。

もしもの時の、しっかり設計。安心・安全です。



導入プラン プレミアムプラスプラン（月額￥7,700-税込）

機器構成 iPad、自動釣銭機、 iPadスタンド、バーコードリーダー

サポートオプション

［導入サポート］

アプリ・自動釣銭機のセットアップ、トレーニング

［自動釣銭機］
グローリー株式会社による組立設置費用、通常年間保守契約

初期費用

合計

自動釣銭機が不要な場合は、 約10万円～20万程度で導入可能です。

スマレジ導入費用
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※エンドユーザー様への提示価格となります。

　上記費用にレセコン連携は含まれておりません。

見積サンプル  ※概算

　自動釣銭機込み　　約 ¥1,000,000
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スマレジ利用プラン一覧

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

引換券印刷

商品点数10万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

スマレジAPI利用

外部システム連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

引換券印刷

商品点数10万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

スマレジAPI利用

外部システム連携

顧客管理（10万件まで）

電話サポート

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

引換券印刷

商品点数10万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

スマレジAPI利用

外部システム連携

顧客管理（10万件まで）

電話サポート

オーダーエントリー

キッチン伝票出力

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

レジ機能

スマレジ・アプリマーケット

引換券印刷

商品点数10万点

複数店舗管理

PL（損益）管理

ユーザー権限設定

ログイン・操作ログ管理

スマレジAPI利用

外部システム連携

顧客管理（10万件まで）

電話サポート

小売店向け在庫管理機能

パスポートカメラ読取

免税手続き電子化

セルフレジ（β版）

自動釣銭機連携

登録から30日間は、すべての機能が無料でお試しいただけます。

・レジ販売

・レシート印刷

・点検・精算

・取引履歴の閲覧編集

・商品点数 1,000 件まで

・商品数量管理

・締め処理(日次・月次)
・目標予算管理

・売上分析

・免税販売対応

・カスタマーディスプレイ

・NON-PLU 対応
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実際のスマレジの操作やハードウェアをご覧頂くための ショールームを全国に展開 しております。

事前予約制になっておりますのでお気軽にお電話もしくはオンライン予約をご利用ください。

見て触って体験できる「スマレジ・ショールーム」

スマレジ 品川ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都港区港南2丁目16−2
 太陽生命品川ビル 28F

JR「品川」駅（港南口）より徒歩 3分

（スカイウェイにて直結）

スマレジ 新宿ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都新宿区西新宿7丁目1-12
クロスオフィス新宿502

JR「新宿」駅（西口）より徒歩5分  

都営大江戸線「新宿西口」駅より徒歩1分

スマレジ 恵比寿ショールーム

tel 03-6822-3588
東京都渋谷区広尾1-1-39 
恵比寿プライムスクエアタワー21F

JR・東京メトロ「恵比寿」駅より徒歩  7分

スマレジ 大阪ショールーム

tel 06-7777-2211
大阪府大阪市中央区本町4-2-12
野村不動産御堂筋本町ビル 3F

御堂筋線「本町」駅（8番出口）より徒歩1分  

中央線「本町」駅（18番出口）より徒歩3分

スマレジ 名古屋ショールーム

tel 052-990-2611
愛知県名古屋市中区栄3-17-15
エフエックスビル 6F-C

地下鉄名城線 「矢場町」駅（6番出口）より徒歩4分  

地下鉄東山線･名城線･名鉄瀬戸線「栄」駅(7番出口)より徒歩5分

スマレジ 福岡天神ショールーム

tel 06-7777-2211
福岡県福岡市中央区天神2−11−1
福岡PARCO 新館5F

市営地下鉄空港線 「天神」駅（西口・7番出口）直結 

西鉄 天神大牟田線 「福岡（天神）」駅（北口）改札すぐ
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まずはご希望の日時で、ご予約下さい。
https://smaregi.jp/f/online
月〜土 10:30-18:30（日・祝除く）

遠方でショールームへのご来場が難しい方、お時間がない方は、 Zoomなどビデオ会議システムを利用し、オンラインでの

説明も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

全国どこからでもご対応！「オンライン相談」

スタッフが対面でご対応 全国どこでも可能 機器動画をご用意

イメージしにくい機器の仕様

は、あらゆるケースを想定した

動画をご用意。

Zoomを使用し、オンラインでス

タッフが対面でお見積もりまで

ご案内。

全国どこでも、お気軽にご相談

いただけます。お時間は約 1時

間程度。

https://smaregi.jp/f/online/?utm_source=online_download&utm_medium=url&utm_campaign=online_download_05

