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あ ら ま し

小売業は個人消費意欲の減退で，より一層の効率化を進める一方，購買情報などを基

にした戦略的・積極的な経営を推進し，利益向上を図っていかなければならない。この

ような状況の中，富士通フロンテックは，最適な店舗オペレーションを実現させるために，

各業種の様々なニーズに対応し，「量販店」「専門店」「百貨店」のそれぞれに向けて開発し

たPOS（Point Of Sale）パッケージ「TeamStore/M」「TeamStore/S」「TeamStore/D」をそ
れぞれ提供している。

本稿では，POSシステムとしての使いやすさはもちろんのこと，「環境への配慮」「食
の安心・安全への寄与」「売上・集客力アップへの貢献」「運用効率化・分析機能」などの，

より良い店舗運営のための付加価値をプラスした製品開発への取組みを紹介する。また，

チェックアウト時の効率性をより重視した，富士通フロンテック独自の新たなチェック

アウトソリューション製品の開発，および多様化する顧客ニーズに対応する今後の製品

開発への取組みについて紹介する。

Abstract

Because of the drop in consumer confidence, retail business is required to move 
ahead with strategic and proactive management based on buying information while 
continuing to further improve efficiency in order to increase profits.  Under these 
circumstances, Fujitsu Frontech offers point of sale (POS) packages TeamStore/M, 
TeamStore/S and TeamStore/D developed respectively for mass retailers, specialty 
stores and department stores to meet the various needs of different categories of 
business for the realization of the optimum store operation.  This paper presents 
our approach to development of products equipped with added value for better store 
operation such as “environmental consciousness,” “contribution to food safety and 
security,” “facilitation of sales and drawing power increase” and “operation efficiency 
improvement and  function of gathering and analyzing information,” not to mention 
ease of use as POS systems.  It also describes the development of Fujitsu Frontech’s 
proprietary new checkout solution products with more focus on efficiency of checkout 
and its approach to future product development to meet customer needs that are 
increasingly diversified. 
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や，多様化するお客様の要望などに応えるべく，
以下の七つのコンセプトの基で成長していくパッ
ケージとして開発に取り組んでいる。
（1） 運用効率化を実現するサービスの提供
（2） コスト最適化に寄与
（3） 環境への配慮・省エネへの貢献
（4） 簡単・やさしいPOSシステム
（5） 金銭管理・セキュリティ機能の強化
（6） 売上・集客力アップへの貢献
（7） 食の安心・安全への寄与
本章では，TeamStore/Mを支えるこの七つのコ
ンセプトを基にした具体的な取組みを紹介する。
● 店舗運営におけるシステムの戦略的活用と

ローコストオペレーションの支援
TeamStore/Mでは，ストアサーバの本部設置型
モデルを提供することで，商品マスタ，売上デー
タのリアルタイム性，および店舗システムの稼働
状況を本部で管理できるため，店舗でのシステム
運用の負担が軽減できた（運用効率化）。
また，1サーバに複数店舗分を集約可能としたこ
とで全社レベルでの「コスト最適化」に寄与して
いる（図-1）。
ストアサーバの本部設置を実現する上で，本部－
店舗間のネットワークトラブルが発生し，POSが
オフライン状態になっても店舗運用を保証できる
ローカル運用機能（売価変更・売上管理）を実装
した。
また，本部にストアサーバを設置・集約するこ
とでサーバ台数を削減し，「環境への配慮・省エ
ネ」にも貢献している。POS 300台規模の量販店
の場合，CO2の排出量は，GlobalSTORE（旧シス
テム）に比べて約30％の削減効果と試算している
（図-2）。
ローコストオペレーションを支援するため，

TeamStore/Mでは，昨今の高齢化社会などを背景
に，富士通デザインと共同でPOS画面の設計を行
い，高齢者・障害者等配慮設計指針を基に，誰で
も見やすく，操作しやすいPOS画面としている（簡
単・やさしい）。更に15型の大型ディスプレイに対
応したことで（図-3），導入済のお客様からは画面
が大きく見やすいのでとても使いやすいと好評を
いただいている。
また，POSでの「金銭管理」として，自動釣銭

ま　え　が　き

景気の先行き不透明感から消費の低迷が続く中，
量販店では，オーバーストア状態（注）に加え，ドラッ
グストア，ホームセンター，ディスカウントスト
アなど他業態からの進出や，コンビニエンススト
アの生鮮品販売により，競争が激化している。こ
ういった状況により店舗運営におけるシステムの
戦略的活用，ローコストオペレーションを支援す
るシステム，店舗ロイヤリティアップによる集客
力促進に貢献できるシステムが求められている。
専門店では，大きく変化する経済環境と顧客ニー
ズ，そして激化する企業競争の中，情報を有効活
用し，店舗業務を効率化するために，店頭での接
客対応に柔軟，かつ迅速な判断ができるシステム
や，バックヤードの業務も含めた商品管理の効率
化などの業務改善が求められている。
また，百貨店では，ショッピングセンター，ア
ウトレットの拡大による競争激化や，消費者ニー
ズの多様化などの状況を打開するべく，ビジネス
モデルの変革，百貨店らしさの追求，チャネル強
化など様々な取組みが求められている。
富士通フロンテックでは，小売業の様々な課題
解決に向け，理想的なIT活用，最適な店舗運営
オペレーションを実現させるため，各業種向けに
POS（Point Of Sale）パッケージを提供している。
更に，店舗ローコストオペレーション，顧客サー
ビス向上を実現するため，チェックアウト時間の
効率化を追求し，モバイル端末，RFID（Radio 
Frequency IDentifi cation）を活用した新チェック
アウトソリューション製品の開発も行っている。
本稿では，各業種向けPOSパッケージである

TeamStoreシリーズ（量販店：TeamStore/M，専
門店：TeamStore/S，百貨店：TeamStore/D）の
取組みを紹介する。

量販店向けPOSパッケージへの取組み

TeamStoreシリーズの量販店業種に向けたパッ
ケージ製品としてTeamStore/Mがラインナップさ
れている。TeamStore/Mでは，食品スーパーをは
じめとした様々な量販店チェーンの幅広いニーズ

ま　え　が　き

（注） 小売店の出店数が地域の購買力を上回り，過剰な供給状
態になること。

量販店向けPOSパッケージへの取組み
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図-1　システム構成
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ント端末）から販売禁止を指示することで，万が一，
売り場からの撤去が漏れた商品でも，リアルタイ
ムにPOSで販売禁止とすることが可能である。
以上，量販店向けPOSパッケージTeamStore/

Mを紹介した。次節では，チェックアウトシーン
の多様化に対応すべく，TeamStore/Mをベースに
開発したセルフペイメントシステムについて紹介
する。
● セルフペイメントシステム
昨今の消費者の利用スタイルや多様性が広がる
中，売場構成にも新たなチェックアウトソリュー
ションのニーズが発生している（図-4）。
従来の小売店では，レーン設置のPOSレジを利
用し，店員が商品スキャンから会計まで全て行う
フルサービス型のシステムが一般的である。フル
サービス型では，来店客数のピーク時には，レジ
待ち時間を短縮するために2人制（商品スキャン担
当と会計担当に分かれてスピードアップを図る仕
組み）で対応することが多く，人件費増加となる。
そこで，人件費削減のためにチェックアウト業
務の生産性向上を目的に，商品登録はレジ操作に
慣れた店員が行い，会計処理は，お客様自身が行
う「セルフペイメントシステム」の開発を行った。
セルフペイメントシステムの特徴と効果につい

釣札機連携による計数機能を実装することで，預
かり金が自動的に登録でき，入力ミスによる違算
を防止し，店員のマネーストレスを低減させて
いる。
更に「セキュリティ機能」も強化しており，常
に発生し続けるウィルスの脅威からシステムを守
るために，あらかじめ定義したプログラム以外を
動作させないホワイトリスト方式（オプション）や，
「手のひら静脈認証」を利用したPOSログイン機能
（オプション）も提供している。

● 消費者サービスの向上と店舗ロイヤリティ
アップによる集客力促進

「売上・集客力アップ」のために，充実したポ
イントサービス機能，およびOne To Oneマーケ
ティングを実現するFSP（Frequent Shoppers 
Program）機能により，効果の高いプロモーショ
ンを実現する。更にハウスカード（自社オリジナ
ルの電子マネー），レシート情報のメール配信機能
の追加など，顧客囲込みのソリューションを提供
している。
また，「食の安心・安全」に寄与するために，賞味・
消費期限切れ商品を販売時にPOSでチェック可能
としている。更に販売を禁止すべき商品が発生し
た場合，ストアサーバ（もしくは店舗のクライア

図-4　チェックアウトバリエーション
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（1） タブレット端末を活用したスマートな接客
10.1インチ画面のAndroid搭載タブレット端末

「ARROWS Tab Wi-Fi」を使ったモバイルPOSと
して，据え置きPOSとシームレスな連携を実現し
た。タブレット端末に接続したバーコードスキャ
ナを使った商品登録や顧客情報の参照，お買い上
げ額の自動計算を行うことができ，紙を使った売
上票の作成や電卓での計算が不要となり，ペーパー
レスでスピーディなPOSレジ会計を実現した。
（2） お客様対応力の強化と業務の効率化を実現

POSレジに比べ軽量で持ち運びのできるタブ
レット端末を活用し，接客時に購買履歴や商品情
報を参照することが可能となり，お客様からの質
問に即座に対応することや，顧客情報の登録など
をお客様に接したまま行うことができるように
なった。これにより店舗業務における接客時間の
割合を増やすことができ，接客力・お客様対応力
のアップを実現している。
また，その場で関連する商品の情報を紹介する
ことができ，お客様にもう一品多くお買い上げい
ただくといった「ついで買い」のきっかけを作っ
ている。
● RFIDソリューションの活用事例

RFIDソリューションは，以下のような業務効率
化を図り，ローコストオペレーションを実現して
いる。
（1） 入出荷登録の簡略化
従来は商品一つひとつを入出荷登録していたが，

RFIDソリューションを導入することで入出荷商品
を箱ごとやハンガーごとに一括で登録することが
でき，入出荷時の業務時間の大幅な短縮と商品情
報の正確な登録を実現した。
（2） 棚卸登録の簡略化
棚卸時に，商品一つひとつではなく，店舗内の
商品を商品ケースごと，箱ごと，棚ごとに一括し
て登録することができ，従来の一品ごとに登録し
ていた棚卸登録の作業時間を大幅に短縮できた。
（3） 傷物商品やお取置き商品の管理
商品一つひとつを管理（個品管理）できること
から，傷物商品やお取置きの在庫ステータスや数
量を把握，管理することが可能になった。
（4） POSレジ会計時の商品登録の効率化
従来の商品登録のようにバーコードスキャンす

て以下に述べる。
（1） セルフペイメントシステム構成
スキャニング用端末と会計用端末を物理的に分
離し，台数構成は1対1.5程度の比率とする。レー
ン型POSを9台導入している小売店と比較するとス
キャニング用端末は7台以下に削減可能となる（初
期投資として会計用端末費用は必要）。
（2） チェックアウト運用
店員が商品スキャンを行い，お客様は発行され
た会計券を会計用端末に登録することで，支払い
はお客様自身のペースで行える。
（3） 効果
この分業システムにより，2人制システム以上の
チェックアウトスピードを実現させ，かつ，商品
スキャンに携わる店員数を減らせ，人件費削減を
可能としている。つまり，チェックアウト業務の
効率化が図れるため，人件費を主とした運用コス
トを低減し，トータルコストの削減に寄与するも
のである。
富士通フロンテックでは，セルフペイメントシ
ステムの製品化に当たり，チェックアウトバリエー
ションの分析を徹底し，また，このシステムに賛
同していただいたお客様と共同で実証実験を重ね，
製品にフィードバックした。
今後も量販店の幅広いニーズと多様化するお客
様の要望に応え，かつ，本部集中の強みを生かし
たPOSデータのリアルタイム活用を基軸に，最適
なIT活用によるローコストオペレーションを実現
すべく，TeamStore/Mを成長するパッケージとし
て発展させていく予定である。

専門店向けPOSパッケージへの取組み

TeamStoreシリーズの専門店業種に向けたパッ
ケージ製品としてTeamStore/Sがラインナップさ
れている。TeamStore/Sは，ファッション専門店，
雑貨・物販専門店など幅広い専門店市場に適用す
る製品として，お客様サービスや店舗運営の利便
性を追求した機能拡充を図ってきている。
以下にファッション専門店での事例を紹介する。

● モバイルソリューション事例
タブレット端末を活用したモバイルソリュー
ションとして，以下のように，お客様サービス向
上と業務効率化を実現している。

専門店向けPOSパッケージへの取組み
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ることなく，RFIDリーダの上に商品を置くことで
POSレジへの商品の登録が行われ，バーコードを
読ませることや販売済み商品の識別のための店員
による値札タグの取外し作業が不要となり，POS
レジ会計時の業務効率化が可能となった。
（5） 万引き防止
未精算商品がゲートを通過した際に万引き防止
ゲートでブザーを鳴らすといった利用が可能なた
め，従来のような，専用の万引き防止タグを取り
付ける作業や，POSレジ会計時にこのタグを取り
外すといった作業が不要となり，レジ周りの業務
負担が軽減できた。
このような取組みを事例として，TeamStore/S
は更なる機能拡張を行っていくとともに，そのほ
かのサービスやシステムとの連携を図りながら製
品を発展させていく予定である。

百貨店向けPOSパッケージへの取組み

TeamStoreシリーズの百貨店業種に向けたパッ
ケージ製品としてTeamStore/Dがラインナップさ
れている。TeamStore/Dは，長年数多くの百貨店
システムを構築しており，その実績から業務モデ
ルを標準体系化し，ソリューションとして提供し
ている。
多様な売場形態で同一プロモーション，同一決
済など，お客様にどの売場でも高品質なサービス
を提供することが課題である。このため，売場形
態に合わせた物販POS，食品売場向けPOSの提供
に加え，販売員向けモバイルPOS（B-PAD），テナ
ント向けカード端末（CAT）などを百貨店POSシ
ステムと連携させている。また，加工データを活
用した，今後の「百貨店らしさ」を追求する取組
みを行っている。以下では，この二つの取組みを
紹介する。

百貨店向けPOSパッケージへの取組み

（1） 多種多様な売場対応
百貨店は多種多様なカード戦略を有しており，
クレジット優待カードはもとより，ポイント・友
の会・ギフトなど様々なカードのインセンティブ
をお客様に提供している。これら各カードは，各
テナント売場に設置するPOSでは対応できず，イ
ンセンティブをお客様に提供できないケースが存
在していた。これらを解決すべく，POSアプリか
らカード機能に特化した処理を抜き出し，CATに
実装させ，POSとCATとの併設を行い，お客様に
インセンティブを授与させる機能を実現した。
（2） 百貨店らしさの対応
本来の百貨店の持ち味は，専門家のきめ細やか
なサポートで得られるサービス提供にある。しか
し，長年のノウハウが必要であり，膨大な顧客デー
タの蓄積・解析が必要となる。そのようなお客様
の趣味嗜好の提供ツールとして，POSシステムか
ら得られるIT情報を駆使し，販売員へのサポート
として，コンシェルジュ要素をPOSデータから売
場へ情報提供できるソリューションの提供が不可
欠と考える。
今後は，様々なシステムとの連携を行い，お客
様との接点を強化する機能強化を発展させていく
予定である。

む　　す　　び

本稿では，富士通フロンテックの小売業の各業
種向けPOSパッケージの取組みを紹介した。
小売業は，競争の激化，およびお客様ニーズの
多様化により，システムへの要求事項の変化が激
しい。その中で，富士通フロンテックはマーケッ
トインの製品開発を継続し，更なる店舗運営の利
便性を追求し，お客様ニーズを満足できるPOSパッ
ケージを提供していく。

む　　す　　び
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