
キッチンプラス

◯本カタログ掲載商品は別途保守契約が必要です。詳しくは下記電話番号または最寄りの営業所までお問合せください

非対面での受け渡しで安全性UP
テイクアウト用非対面受け渡しBOX

●非対面でお渡し
注文された料理を非対面でお客様や
宅配パートナーへお渡しできます

●安全のセキュリティ
パスワード登録で商品の取り違えが
無いので安心

テイクアウト

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

（300）（300）（1550） お問合せください

電源

１φ100V

PPBOX

オーダーシステムサポート体制

安心の代替機先出し対応オプションもございます。

24

Take Out

※ 別途【通信回線契約】が必要です

お店に「プラス」の安心を

2020.10

KCP2010A40MG

19

写真：Tarny Bakery Cafe（東京・大崎）

非対面・非接触スタイルが
もたらす安全安心な

お店づくり
総合厨房メーカーとして
多くのお客様と共に
培った経験を活かし
ご提案致します



安心してご来店頂くために

来店

▲

〔事前スマホ選択で混雑緩和〕
店頭にてＱＲコードをスマホに
読み込ませるとメニューが選べます

顔認証顧客管理機能
未登録者入場アラート機能

券売機に読み込ませると選んだメニューが
簡単に注文でき、混雑対策になります

高精度カメラの顔認証機能と
非接触温度測定機能を採用した入店管理システム

店舗や施設などの入口に設置し
入店時に自動で温度測定

●温度アラーム通知機能
温度を測定し検知されると
音声または外部アラームで通知します

●マスク有無検知機能
高精度カメラの顔認証機能で
マスク着用の有無をお知らせします

ガンタイプとの比較表

●カスタマイズ機能（オプション）

自動釣銭機

●オプション

●洗練されたデザイン
●わかりやすい注文画面
●多言語対応(自動翻訳機能)

●事前スマホメニュー選択機能(混雑対応)

●マルチ決済対応(クレジットカード・ＱＲコード・ＩＣ系)

●自動つり銭機との連動で、現金にも対応
※ 別途【インターネット回線】
　【専用クラウドサーバー接続、月額使用料】が必要です

顔ぱす

来店

非接触温度測定デバイス

顔ぱす
マルチ決済券売機

計測距離

安全面

効率性

拡張性

メリット

デメリット

使用環境

30cm～50cm

お客が測定し、音声通知するため、
効率的

自動開閉装置、入場者記録、
カスタマイズなど拡張性が非常に高い

自動測定、顧客管理、
設置することでお客様へ安心をアピール

ガンタイプに比べて導入コストが高価

小売店、飲食店、オフィス、工場、
イベント会場など様々

10cmほど

随時スタッフが対応するため、
他の業務が中断される

ほぼ拡張性はなし

導入コストが安価

随時スタッフが対応するため、
作業や危険度が増す

小規模でスタッフ対応が可能な店舗に
限られる

非接触温度測定デバイス ガンタイプ測定器

非対面注文で省力化と安全性UP
入店時注文スタイル非接触温度測定デバイス

マルチ決済券売機
…………P1-2

注文

▲

セルフオーダーシステム
注文会計システム
…………P3-4

配膳・下膳

▲

フロアーロボット
…………P5

決済

セルフレジ
セミセルフレジ
マルチ決済システム
…………P6

テイクアウト

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

133 150 360 ¥217,800 ¥198,000

電源

1φ100V

消費電力

10W

マジレジＫＩＯＳＫ
外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格

間口 奥行 高さ

420 221 777 ¥1,870,000 ¥1,700,000

電力

1φ100Ｖ

消費電力

30W

自動釣銭機　RT-300 + RAD-300
外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格

間口 奥行 高さ

480 540 130 ¥1,041,700 ¥947,000

電力

1φ100Ｖ

消費電力

140W

非対面受け渡しBOX
…………P7

スタッフが測定しないため、
スタッフ及び来場者が安心してご利用

随時スタッフが来店者の対応をするため、
接触感染の危険性がある

Entrance

1 税込価格については税率10％で表示しています。　2



店舗用androidタブレットを
使用したセルフオーダーシステム

座席注文スタイル

お客様のスマホが
セルフオーダー端末に大変身

座席注文スタイル

●座席でＱＲコードを読み込むことで、
   お客様のスマホから注文することができます
●非接触＆外国語＆省力化への対策を受け、
   多様な問題に対応できます
●専用タブレットが不要のため、
   低コストでセルフ化が可能
●初期費用100,000円(税別)+月額利用料10,000/月(税別)
●自動翻訳機能付　日本+英語、中国語、台湾語、韓国語
※ 別途、下記【注文会計システム】
　【専用クラウドサーバー接続、月額使用料】が必要です

●注文画面はフリーレイアウトの為
   お店ごとに合わせたデザインが可能
●導入によるスタッフの労力軽減
●注文が増え、売上UPが期待できます
●メニュー画面は、PCからお店側で
   自由にカスタムすることができます
●多言語対応可能
※ 別途、下記【注文会計システム】が必要です

注文

セルフオーダーシステム
〔専用タブレット不要タイプ〕

セルフオーダーシステム
〔専用タブレットタイプ〕

注文会計システム

≪注文≫
スタッフ用注文端末
セルフオーダー端末
スマートフォンオーダーシステム

≪会計≫
POSレジ端末

その他多数のシステムをご用意しております！お気軽にご相談ください
スタッフ用注文端末
「セムールスタッフ」

キッチン
プリンタ

コントロールサーバー
（スタッフ版）

アクセス
ポイント

参考構成：マジレジ／スタッフ用注文端末3台
　　　　　キッチンプリンタ2台
　　　　　周辺機器一式

税込み価格
¥1,100,000

本体価格
¥1,000,000

飲食店のお会計に
必要な機能を装備

セムールbb
参考構成：マジレジ／スタッフ用注文端末3台
　　　　　キッチンプリンタ2台、セルフ用注文端末15台
　　　　　周辺機器一式

税込み価格
¥2,420,000

本体価格
¥2,200,000セムールセルフ

注文はキッチンモニターにも対応

キッチンプリンタ キッチンモニター

Order

3 税込価格については税率10％で表示しています。　4



決済 PaymentPAYMENT

●圧倒的な省人化
●セルフで会計
●SEMOOR(※Ｐ3-Ｐ4)との連携でさらに省力化
●マルチ決済対応
　(クレジットカード・QRコード・IC系)

QRコード決済端末

セルフレジ セミセルフレジ

ホールの自動化で店舗の省力化に
エンターテイメント性抜群で集客ＵＰ

省力化・非対面・
非接触のトリプル対策

支払い時の
非接触対応に

●休暇も取らない優秀な補助員
●テーブルを設定することで、指定のテーブルまで移動
●本体上部にあるセンサーに手をかざすだけで
   設定場所へ戻ります
※ 導入には通路幅【800ｍｍ以上】
　 天井高【2200～4000ｍｍ】必要です
※ 別途【インターネット回線、Wi-Fi環境】が必要です

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

502 520 1134 ¥2,750,000 ¥2,500,000

電源

1φ100V

消費電力

充電時50W

T5モデル

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

450 600 753 ¥1,980,000 ¥1,800,000

電源

1φ100V

消費電力

約400W

マジレジセルフ
外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格

間口 奥行 高さ

530 345 430 ¥1,430,000 ¥1,300,000

電源

1φ100V

消費電力

約400W

マジレジセミセルフ

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

500 500 1200 ¥2,750,000 ¥2,500,000

電源

1φ100V

消費電力

充電時50W

T1モデル

配膳・下膳

１台で複数の
QRコード決済が可能
マルチ決済システム

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

211 83 54 ¥41,800 ¥38,000

電源

１φ100V

SUNMI-V1

●本機から、その場で訂正作業が可能
●データもPCから一括管理で、経理処理もスムーズ
●対応ブランド
　PayPay、LINE Pay、d払い、au Pay、メルペイ、
　楽天ペイ、WeChat Pay、Alipay 

●支払い内容を店舗側で入力し、
   お客様側で入金作業を行います
●SEMOOR(※Ｐ3-Ｐ4)との連携でさらに省力化
●マルチ決済対応
　(クレジットカード・QRコード・IC系)

天井の反射素材を機器上部の
カメラで認識。
自動で経路上を走行します。

設置例 ※ラベルサイズ
　150mm×150mm

完全セルフレジでは不安なお店も
セミセルフで非接触や効率UPを実現

Serving・Bussing

税込価格については税率10％で表示しています。　65



キッチンプラス

◯本カタログ掲載商品は別途保守契約が必要です。詳しくは下記電話番号または最寄りの営業所までお問合せください

非対面での受け渡しで安全性UP
テイクアウト用非対面受け渡しBOX

●非対面でお渡し
注文された料理を非対面でお客様や
宅配パートナーへお渡しできます

●安全のセキュリティ
パスワード登録で商品の取り違えが
無いので安心

テイクアウト

外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

（300）（300）（1550） お問合せください

電源

１φ100V

PPBOX

オーダーシステムサポート体制

安心の代替機先出し対応オプションもございます。

24

Take Out

※ 別途【通信回線契約】が必要です

お店に「プラス」の安心を

2020.10

KCP2010A40MG

19

写真：Tarny Bakery Cafe（東京・大崎）

非対面・非接触スタイルが
もたらす安全安心な

お店づくり
総合厨房メーカーとして
多くのお客様と共に
培った経験を活かし
ご提案致します




