
CASIO V-R200レジ を使った 

（委託販売管理ソフト） 
（農産物や委託管理など） 

 

本ソフトウェアは予告なく仕様を変更する場合があります。 



※直売所管理ソフト概要 

１ CASIO社レジ V-R200「アンドロイドレジ」とPCを組わせて農産物や委託販売商品の 

  売上管理を行う為のソフトウェアです。 

  特徴は低価格のレジを使用し、最大９９９名の生産者（委託業者含む）の売上管理 

  及び精算管理業務を行えることが最大の特徴 

  （オプション）生産者へ定期的な売上報告メール 

  （オプション）大画面対応タッチパネルモニターによるバーコードシール発行機能 

  （オプション）指定生産者へのお知らせメール機能 

          手動操作によるお知らせ機能 

 

 

■本ソフトウェアはVX-100KZレジとV-R200レジに共通しております。 

 どちらのレジでも操作可能です。 



※機能一覧 

１ 生産者の登録はダイレクト登録方式で簡単に登録できます。 

２ 生産者毎に生産物商品の登録が出来ます（個別登録） 

３ 全生産者共通商品登録 

４ 管理体系（販売単位の管理・生産者は最大９９９名・取り扱い商品９９９品目 

         価格は最大９９９９９円まで可能・JANコード等一般商品登録可能） 

  ◆コード体系例（先頭桁は０２共通の時） 

 １）生産者３桁／商品コード２桁／金額５桁／最終桁チェックデジット 

 ２）生産者３桁／商品コード３桁／金額４桁／最終桁チェックデジット 

５ 販売所管理は１ヶ所のみ（複数店舗の管理を行いたい場合は別途御相談ください） 

６ 生産者別－期間別－売上集計表 

７ 生産者別売上明細書（税込み積算方式）手数料は％で算出 

８ 大画面タッチパネルモニターによるバーコード発行機能（オプション） 



◆付属説明 

 （１）ソフトウェア導入用の専用Server機は必要ありません。 

  （通常ご使用のディスクトップPCで稼働できます） 

 

 （２）生産者自身がバーコードシールを発行する機能がります。 

  （タッチパネルモニターの導入により生産者が銀行の 

   キャッシュディスペンサーの様な操作で発行可能です 

   また、文字も大きく高齢者でもらくらく発行） 

 

 



※ ソフト機能 ※ 
※レジ設定系機能 

（１）レジ商品マスタ送信機能 

（２）レジ部門マスタ送信機能 

（３）売上受信機能 

※システム管理仕様 

（１）生産者マスタ 最大９９９名（拡張可能） 

（２）PLU／JANマスタ 最大登録数 レジ仕様に依存（約１０万件） 

   上記の内生産者共通マスタ 最大９９９（PLU／JAN） 

（３）支払い管理の締め日管理（月３回締め支払い） 

（４）支払い方法は３通りから１種類を選んで運用 

 ※全生産者共通手数料 

 ※生産者共通マスタ単位に手数料計算 

 ※生産者種別毎に手数料計算 







◆産直システム機能一覧 

 

 ※生産者毎の売上確認＆出力 

   （期間指定で履歴として確認） 
 ※生産者支払登録画面 

   （毎月々の締めを行う画面） 
 ※売上総括表（帳票別途） 
 ※精算一覧 

 ※売上順位表 

    ●部門単位の数量又は金額 

    ●商品単位の数量又は金額 

 

◆産直システム機能一覧 

 

  ※生産者支払いで任意の 

    控除設定５種類が設定可能です。 

 

  ※その他 

    データバックアップ機能 

    店舗情報登録機能 

    バーコードシールデザイン変更機能 

    （お客様がデザインを変更できます。 

     出力するデータも自由に変更できます） 
 

  ※タッチパネルモニターによる 

    バーコード発行機能（オプション） 
  ※メールで希望者へ 

    お知らせメール配信機能 

 

◆産直システムマスタ 

 

 ※生産者マスタ登録機能 

 ※商品部門マスタ登録機能 

 ※商品マスタ単品登録機能 

   （生産者用の商品名・コード他） 
 ※経費登録 

   （直売所で共通経費設定画面） 
 ※利率・単価設定機能 

   ①ラベル使用料設定 

   ②生産者支払い手数料設定 

 ※ラベル発行枚数登録機能 

 ※ラベル発行画面（簡単発行） 
 ※銀行マスタ登録 

 ※得意先マスタ 

 ※仕入先マスタ 

  

◆産直システム機能一覧 

 

 ※直売所売上一覧（直売所精算表） 
 ※JAN商品売上一覧 

   （JANのみの売上集計表） 
 ※売上納品書（簡易型） 
 ※店舗別売上 

 ※おしらせメール配信（オプション） 
 

◆データ送受信機能 

 

 ※レジ用売上データ受信 

 ※部門マスタ送信 

 ※PLU／JANマスタ送信 

 ※HTデータ取込み 

 ※HTマスタ送信 

 ※HTエラー一覧 

 

 

  



部門マスタ登録詳細画面です。 



生産者用 商品マスタ登録詳細画面です。 

３桁のコードを付けて登録します。（PLU／JAN合わせて１０００００アイテムまで） 



◆生産者がJANコード商品を販売した時に使用します。 

  生産者と紐付けしたいJAN商品を選択する画面です。 



生産者コード① ２桁＋３桁＝５桁 （生産者が１００名を超える場合） 

生産者コード② ２桁＋２桁＝４桁 （生産者が１００未満の場合） 

 産直商品マスタで登録した商品が表示されます。取り扱う商品のみを固有
の生産者毎に割付をしてチェックしておきます。 

固有の生産者が一般 

商品を扱う場合で、且 

JANコードの場合は 

メニュー下の【JAN商
品】を選択して 

固有の生産者に割り
付ます。 

それにより、JAN商品
がだれの出展したもの
かが識別できます。 

但し、JANコード商品
のバーコード発行は本
システムでは行えませ
ん。商品に印刷されて
いるコードをご使用くだ
さい。また、販売単価
はJAN商品登録画面
から直接行えます。 



◆バーコード発行方法が選べます。 

 （１）標準装備されている機能を使って発行する方法 

    マウスを使った発行方法です。発行サンプル画面は 

    次ページを参照してください。 

 （２）オプションのタッチパネルモニターを使って発行する方法 

    マウス操作が苦手な方や文字が見えずらい方向け発行 

   ①生産者Noの１ケタから３ケタまでの数値を入力 

   ②発行したい生産物にタッチして数量と金額を入力 

   ③印刷ボタンにタッチして発行 

    （１）ページ画面の次からを参照してください。 

   ●モニターは標準１７インチ 

  ○このオプションを使用する時はPCの解像度が 

    １２８０×１０２４ 

    の解像度が出せるPCをお使いください。 

◆ 選べるバーコードラベル発行画面 ◆ 



該当する固有の生産者コードを入力します。 

出展する商品の単価と 

バーコード発行枚数を 

図の様に入力して【印刷】ボタン 

を押して発行します。 

 

 

※このバーコード発行画面は 

  標準機能発行画面です。 

◆ バーコードラベル発行画面 ◆ 





※発行したい商品を選んで、販売価格と枚数をそれぞれ入力して「印刷」ボタンを押すだけです。 

◆タッチパネル画面発行（オプション） 最終画面 



① 発行されたバーコードのサンプルです。 

  下記の生産者のコードは、０２００１で、商品コードは０１１場合。 

  販売価格は 大麦→３００円 

   結果コードは大麦が０２００１０１１０３０００となります。 

                                      価格はバーコードから読み取るようになります。 

ラベルサイズ 縦３５ｍｍ×横３２ｍｍ ラベルサイズ 縦２５ｍｍ×横３２ｍｍ 

※ラベルに 

  画像データも 

  印字できます 

  モノクロ限定 



◆売上一覧の売上日単位表示 



◆売上一覧の商品単位の表示 



◆直売所全体の売上 



◆締め処理画面 

   控除項目が４項目入力可能（直売所が廃棄作業などを行う場合に廃棄手数料として 

  使用したり、振込手数料の控除などを入力します。）自動計算 



◆売れ筋商品などの分析機能 



◆ﾚｼﾞ通信画面 



お知らせ一斉メール配信 入力フォーム例（手動で一斉配信） 



売上速報配信システム仕組み 

有線LAN 

●配信の仕組み 

 *直売所にインターネット環境が必要です。 

 *配信用にメールアドレスが１つ必要です。 

 *プロバイダー契約をした時に、メールアドレス設定情報 

  （契約書が必要です。事前に準備してください） 
 

注意：生産者持ち込み商品数－売上数＝商品残り数 

  の配信はできません。 

 

 （１）生産者マスタにメールアドレスを登録された方で 

   配信を希望された方のみ売上速報を受ける仕組みです。 

 

 （２）指定時間に売上を配信する事ができます。 

   （最小配信時間１時間単位、任意に指定可能です） 
 

※レジ操作中でも問題ありません。 

  但し、売上中のデータは収集されません。 

  レジ操作は一切不要です。精算や点検などは必要ありません。 

  時間や日付けはPC内部時計を使用しますので 

  正しい日付けを設定してください。（PCの時間調整をしてください。） 
 

※ネットワーク状況やシステム稼働状況など様々な要因で 

  配信できない場合があります。配信を保証するものではありません 

データ収集開始（自動） 

指定時間になったら自動でPC側 

ソフトが起動 

配信の手順の説明 

データ収集完了（自動） 

PC側で各生産者毎に 

集計開始（自動） 

配信開始（自動） 

生産者へ届きます。（配信完了） 



生産者売上携帯メール配信イメージ 

インターネット網へ 

WebServerなどの特別なServerを用意する必要はありません。 

道の駅さんすより 

本日の売上速報 

織田信長様 

 

 

2010/07/26 正午現在 

【売上情報】 
商品      016食べるにんにく 

数量      3 

金額      1,575 

-------------------- 

合計      1,575 

===================== 

道の駅さんす 

東京都千代田区神田 

小川町1-8-5金石舎B6F 

TEL:03-3251-4515 

◆定期的に約１時間又は、決まった時間に 

 ﾚｼﾞからデータを自動収集を行い 

 生産者へメールの配信を行います。 

 （配信間隔が１時間を下回る運用は 

 できませんのでご注意ください） 
◆この画面はイメージです。 

  実物とは異なります。 

 メール配置表示結果サンプル 



◆バーコード機器の種類（選べるバーコードプリンター）（オプション）【推奨機器】 

L‘esprit(レスプリ)T408v （感熱） 
LAN対応あり 

ZD410（感熱 低価格版） 
LAN対応あり 

On Line プリンター 一覧（USB接続機器） 

Off Line プリンター 一覧（独立運用系） 

E424 Evolution（感熱） 
LAN対応あり 

M-9055 Pesca NEWｓｔａｒ 

定価 オープン 定価 158,000（税別） 定価 158,000（税別） 

On Line プリンター 一覧（USB接続機器） 

TD-2130N（感熱 低価格版） 
LAN標準搭載 

   定価 オープン 



◆例題は、価格が４桁までの例です。 

  価格を５桁にしたい場合は、生産者コード 

  又は、商品コードの桁数で調整します。 



 

＊コンピュータースペックについて（推奨スペック） 

 ・ データベース【MS-SQL２００８R2 Express Edition】標準装備 

   CPU    ｉ３ 以上 

   メモリー  ４ＧＢ以上 

   HDD   ８０GB（最低限） 

   OS    Windows ７（３２Bit,６４Bit対応） 

   注意：Windows１０は対応開発中 

 

 

 ・データベースがMS-SQL２００８Server以上の場合は 

  通常のメーカー推奨Server機をご使用ください。 

 ・Server対応 OS Windows２００８Server以上  


