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ネットショップとひとつになった 新しい POS レジアプリ



STORES サービス のご紹介

STORES（ストアーズ）は初心者でもかんたんに始められるサービスを幅広く提供しています。
ネットショップ開設・お店のキャッシュレス化・予約システムの導入・

POSレジアプリ・ブランドアプリまで専門スタッフがあなたのお商売をサポートします。

ネットショップ開設

安心の開設サポート
無料ではじめる
ネットショップ

お店のキャッシュレス決済 予約システム POS レジ

stores.jp/ec coiney.com stores.jp/reserve stores.jp/regi

0120-343-577 03-6705-8497

最短翌々日入金
持ち運びできるかんたん
キャッシュレス決済端末

誰でもかんたんに
無料ではじめられる

予約システム

ネットショップと
ひとつになった 

新しい POS レジアプリ

受付時間｜10:00-18:00
（土日・祝・年末年始除く）

受付時間｜10:00-18:00
（土日・祝・年末年始除く）

受付時間｜10:00-18:00
（土日・祝・年末年始除く）

受付時間｜10:00-18:00
（土日・祝・年末年始除く）

03-4588-426303-4588-4262

ブランドアプリ

お店のアプリを
かんたんに作成できる

アプリ開発プラットフォーム

受付時間｜10:00-18:00
（土日・祝・年末年始除く）

050-1742-5643

stores.jp/brandedapp
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ネットショップと連動するPOSレジ
レジとしての利用はもちろんネットショップとお店のデータをまるっと管理。

STORES 決済 と連携して、キャッシュレスにも対応しています。

iPadのみ対応



こんな方におすすめ

ネットショップと店舗の在庫を
一元管理したい方

ネットショップと実店舗の在庫を、共通で
一元管理できます。

普段からネットショップとレジ で
商品登録を2回している方

管理画面に1度登録すれば、ネットショップ
とレジに自動的に反映されます。

新規開業で実店舗・ネットショップ
をこれからはじめる方

STORES レジ は、ネットショップ と
ひとつになったサービスです。
複数の契約は必要ありません。

今は実店舗のみだけど、
ゆくゆくネットショップを
はじめたい思っている方

STORES レジ のみの利用ももちろん可能
です。STORES ネットショップ を使いた
くなったら、ボタン一つでネット販売も
はじめられます。追加費用は不要です。

ネットショップと実店舗を運営 これからお店をはじめる

普段はネットショップ専門だけど、
たまにPOPUPを開催している方

STORES レジ は無料から。使いたいときだけ
のご利用も大歓迎です。

4



STORES レジ で
できること
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画像でかんたん商品検索

レジの操作は商品画像のアイコンをタップするだけ。
直感的に商品を探すことができます。
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「STORES レジ」で、実店舗とネットショップをひとつに

POSレジとネットショップ
まとめてスグに使える

1度で

1回の登録で商品が
実店舗とネットショップ

に自動で同期

1回で

在庫や売り上げは
ひとつの画面で効率的に

1つに

ネットショップ POSレジアプリ
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商品・在庫の一元管理

商品情報を1度入力すればレジと

ネットショップにも自動で同期。

複数店舗とネットショップの在庫

も一元管理できます。

STORES レジの特徴

売上の管理

店舗とネットショップの売上をひ

とつの画面で確認。さらに精算機

能を利用すると、店舗ごとの詳細

な取引状況も把握できます。

ネットショップの注文を

お店ですぐに対応

ネットショップの注文をレジから

確認。実店舗でも配送作業をする

ことが可能になります。

お店で売れたら

自動でSOLD OUTに

ネットショップと実店舗でリアル

タイムに在庫を共有できるので、

在庫調整の手間がなくなります。
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自分の思いどおりに、在庫を管理しよう

普通のアイテムは店舗とネットショップ共通で在庫を持ちたい。
だけど、人気の新作アイテムはネットと店舗で在庫を分けたい。

そんな声にお答えしました。

ご利用パターン①
共通在庫で、在庫連動

ご利用パターン②
個別在庫

ネットショップと実店舗の在庫を共通とし、お店で
１つ売れたら、ネットショップの在庫も自動的に
１つ減るという在庫連動が可能です。

１つのアイテムを、ネットショップ・実店舗で別々に
管理する、個別在庫管理が可能です。
POPUP用に在庫を分けておきたい場合などに便利で
す。
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商品券や他決済も登録可能

商品券（釣り銭あり・なし）や、任意の決済手段を
登録して、据え置き型端末や、日本のQRコード決済
（PayPay等）と一緒に使うことが可能です。

さまざまな決済手段に対応

STORES 決済 と連携したキャッシュレス決済や、
商品券など任意の決済手段も登録できます

STORES 決済 でキャッシュレス

※STORES 決済 をご利用の場合は、別途お申し込みが必要です。
※決済手数料は別途かかります。

詳細はサービスサイトをご確認ください

STORES 決済 を連携して、クレジットカード・交通
系電子マネー・QRコード決済（WeChat Pay）に対
応可能

※連携はしていないため、STORES レジ・決済端末それぞれで金額を
入力する必要があります。
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精算機能 レシート

シフト期間中の売上・返金・割引・税額などの販売実績が
把握できます。現金の移動や決済手段ごとの取り扱い実績
も確認可能です。

お客さま向けレシートのほか、点検/精算レシートを出し
てレジ締め作業をおこなえます。

レジ締め作業もラクラク・かんたん
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操作画面のご紹介
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管理画面の商品一覧とレジ画面

ウェブ上で確認できる管理画面 アプリで操作するレジ画面
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現金でのお会計のケース

①商品選択 ②支払い方法選択

③受け取り金額入力 ④会計完了
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機能表
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ネットショップとの連携機能

機能名 機能説明 対応

在庫数の変更 アプリから各アイテムの在庫を変更することができます。 ◯

共通在庫

ネットショップと実店舗の在庫を、共通で管理できます。
共通在庫のアイテムが店舗で販売されると、ネットショップの
在庫数も同期され自動的に変更されます。
共通在庫は、アイテムごとに持つ・持たないを設定できます。

◯

アイテム共通管理
STORES ネットショップに登録済みのアイテムが常に同期されます。
販売場所はアイテムごとに設定でき、「店舗限定」や「ネットショップ限定」アイテム
も設定可能です。

◯

分析 期間別売上
売上分析は、ネットショップには対応していません。
2023年以降にネットショップも店舗も含めた売上分析機能としてアップデート予定で
す。

-

分析 アイテム別売上 -

顧客管理 対応検討中 -

freee会計連携 freee会計にネットショップ・店舗の売上を自動で取り込みます。 ◯

STORES レジ は、ネットショップとひとつになった新しいPOS レジです。
レジとしての利用はもちろん、ネットショップの機能もお使いいただけます。
ネットショップの機能一覧はこちら(https://stores.jp/ec/functions)をご覧ください。

STORES だからできること
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https://stores.jp/ec/functions


お会計/レジ業務

機能名 機能説明 対応

割引 商品の単品値引き、合計金額値引きに対応しています（値引金額・%・単価変更） ◯

検索 販売商品の検索は、アイテム名・品番・バーコード番号で検索が可能です。 ◯

アイテムのカート追加
以下の方法でアイテムのカート追加が可能です。
・アイテム画像から選ぶ・リスト選択・バーコードスキャン・iPadのカメラリーダーに
よるアイテム追加

◯

手動金額入力での販売 その場でアイテムに任意の金額を入力できます。
あらかじめ登録されていないアイテムを、急きょ販売するときに便利です。 ◯

在庫0のアイテム販売 在庫数を登録しなくても、レジではアイテムを販売することができます。
その場合は、販売した個数だけ在庫数がマイナスになります。 ◯

会計の保留 オーダーをカート内に溜めておくことが可能です。
お客さまの商品を一時的にお預かりするときに便利です。 ◯

軽減税率対応
アイテムごとに、税率の設定が可能です（8%・10%）
カートにアイテムを追加するタイミングで税率を変えられるので、テイクアウトにも対
応しています。

◯

返品対応 お会計したオーダーのキャンセルができます。返品された在庫を戻すことも可能です。 ◯
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決済業務/周辺機器

機能名 機能説明 対応

複数決済手段の併用
1回のお会計を任意の金額ずつ、任意の支払い手段で受け付けることが可能です。
※現時点では、商品券とその他（現金、STORES 決済、商品券など）の決済の組み
合わせのみとなります。

◯

キャッシュレス連携 STORES 決済 と連携することで、クレジットカード・交通系電子マネー（Suica
等）・QR決済（WeChat Pay）で決済することができます。 ◯

商品券 商品券が利用でき、釣り銭あり・釣り銭なしを管理できます。 ◯

決済手段の登録
任意で名前をつけて決済手段を登録できます。
STORES 決済 が対応していない決済手段や、据え置き型決済端末などをすでに利
用されている場合も、決済手段を登録して引き続きご利用いただけます。

◯

バーコード 商品についているバーコードを読み取り、カートに追加したり在庫を編集したりで
きます。※スタンダードプランの場合のみ利用可能です。 ◯

レシート お客さま向けレシート・点検/精算レシートを出すことが可能です。
レシートには、画像・フリーテキストを入れることができます。 ◯
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精算/分析/サポート等

機能名 機能説明 対応

1日ごとの精算売上 iPadで店舗で発生した1日の売上（総売上、決済種別ごと売上）やキャンセル
料金を確認できます。レジ締めに必要な情報も全てそろっています。 ◯

現金管理 レジでシフトを開始して終了した時点までの、レジ現金を管理できます。 ◯

レジオーダーCSVダウンロード 売上データを CSV 形式でダウンロードできます。
エクセルなどのツールを利用して、より詳細な売上分析ができます。 ◯

分析 期間別売上 店舗ごとの売上データを、月別・日別などの期間で絞り込んで閲覧できま
す。毎日の売上計算がミスなく自動で集計されるようになります。 ◯

分析 アイテム別売上 商品単体や、バリエーション単体の売上データを閲覧できます。 ◯

分析 カテゴリ別売上 全カテゴリの一覧表示や、同じカテゴリ内で比較できます。
大カテゴリ・小カテゴリごとの売上データを閲覧できます。 ◯

顧客管理
対応検討中

-

スタッフ管理 -

サポート メール・電話対応 平日10時から18時まで対応しています。 ◯
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対応周辺機器
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（キャッシュドロワー内蔵）
ｍPOP

TSP650IISM-S210i

スター精密

TM-P20 TM-T20II TM-m10 TM-m30

EPSON

MP-B20

セイコーインスツル

SocketScan S700

Socket Mobile

レシートプリンター バーコードスキャナー
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周辺機器を詳しくご覧になりたい方はこちら (https://stores.jp/regi/accessories)

周辺機器販売ストアはこちら (https://storesmart.stores.jp/)

https://stores.jp/regi/accessories
https://storesmart.stores.jp/?utm_source=contents&utm_medium=others&utm_campaign=shuhenkiki_regi_sg


導入フロー
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初期セットアップの流れ

必要なものは、iPad (※) のみ。
※STORES 決済、STORES 予約 のIDではログインできません

STORES 
ID 登録

店舗登録 

商品登録
〜

在庫設定

※在庫を設定しな
くてもレジは使え

ます レジ
アプリDL 

周辺機器
・STORES 決

済
設定

※設定しなくても
レジは使えます 

在庫設定

※設定しなくても
レジは使えます 

ご利用
開始！

STORES ID なし

STORES ID あり

STORES EC利用
（商品登録済み）

※iPad 対応機種一覧：https://stores.jp/regi/pricing#supported
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https://stores.jp/regi/pricing#supported


料金プラン
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フリープラン

¥0/月

料金プランは、STORES ネットショップ と一緒

レジアプリのダウンロードは無料です。初期費用・解約費用も一切かかりません

すでにSTORES ネットショップ を利用している方は、
いますぐ STORES レジ をご利用いただけ、追加料金は不要です。

スタンダードプラン

2,980/月¥
税 込

0/月¥
初 月

↓

※ 現在ネットショップでご利用中のプランが、そのままレジのプランにも適応されます。
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クレジットカードでプラン料金を年払いした場合 ※1

※1 クレジットカードでお支払いの場合でも、月払いにすると3,480円/月の請求となります。コンビニ払いの場合、まとめ払いに関わらず
一律3,480円/月の請求となります。※2 初月無料はクレジットカードでプラン料金をお支払いの場合に適用されます。

※2



 

 

導入のご検討・お問い合わせなどお気軽にご相談ください。

ご相談フォームはこちら
QR

https://inquiry.stores.jp/hc/ja/requests/new

サービスの詳しい情報は

stores.jp/regi
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https://inquiry.stores.jp/hc/ja/requests/new
https://inquiry.stores.jp/hc/ja/requests/new

