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●記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。 ●このカタログの内容は、改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。 ●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含
む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近く
の弊社営業拠点にご相談ください ●当社は本商品に関し、海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。  ●画面はすべてハメコミ合成です。　●一部の商品写真は本カタログ用にCGで制作したもので、実際の使用
状況や商品の色と異なる場合があります。また、商品の色は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。

キャッシュドロワ（白・黒）
●マネーケース：
　紙幣4区分、硬貨3×2区分
●外形寸法：
　450（W）×410（D）×115（H）㎜
　（背面カバー無）　
●質量： 約10㎏

小型キャッシュドロワ（白・黒）
●マネーケース：
　紙幣3区分、硬貨5区分
●外形寸法： 
　330（W）×415（D）×105（H）㎜
　（背面カバー無）
●質量： 約7㎏

バーコードハンドスキャナ
●USB接続
●外形寸法：
　本体長約155mm、最大幅約72㎜
●多段バーコード読み取り可能
●GS1 Databar対応
●質量： 本体80g、ケーブル90g

2次元バーコードハンドスキャナ
●USB接続
●外形寸法：
　本体長約158mm、最大幅約63㎜
●QRコード読み取り可能
●GS1 Databar対応
●質量： 本体110g（ケーブルを除く）

液晶ラインディスプレイ
●USB接続（2ポート： 給電含む）
●7インチカラー液晶
　600×400ピクセル（WVGA）
●文字・画像表示機能
●タッチパネル入力
●表示文字色： 65,536色
●外形寸法：
　190（W）×147（D）×122（H）㎜
●質量：約0.8kg

カスタマディスプレイ
（伸縮タイプ／白・黒）
●表示内容：英数カナ
●表示文字数：16文字×3行（漢字）、
　32文字×3行（ANK）
●外形寸法：
　236（W）×177（D）×最大521（H）㎜
●質量：約1.9kg
＊写真はPOPパネル付となります。

ミニキーボード
（テンキー：12、ファンクションキー：35）

POSキーボード
（TWINPOS9700Bi用）
（テンキー：12、ファンクションキー：72）  

■オプション適合表

TWINPOS9700Ui TWINPOS9700Bi TWINPOS9700Ti

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

大型キャッシュドロワ
小型キャッシュドロワ
バーコードハンドスキャナ
2次元バーコードハンドスキャナ
固定スキャナ
IDカードリーダ
レシートプリンタ（標準）（用紙幅58㎜）
レシートプリンタ（高速印字モード）（用紙幅58㎜）
レシートプリンタ（用紙幅80mm）
液晶ラインディスプレイ
カスタマディスプレイ（外付け）
POSキーボード
ミニキーボード
自動釣銭機 FAL2
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Cat.No.IMA032    21053001ND

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

https://www.necplatforms.co.jp/
リテールプロダクト推進部

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ

pwsinfo@pws.jp.nec.com

NECプラットフォームズ株式会社 〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地 2021年5月現在

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

レシートプリンタ（白・黒）
●用紙幅：80㎜
●USB接続
●印字速度：240㎜/秒
●パーシャルカット/フルカット切替
●外形寸法：
　141（W）×261（D）×148（H）㎜
　（ケーブルカバー有）
●質量：本体 約1.9kg

高速印字モード
レシートプリンタ（白・黒）
●用紙幅：58㎜
●USB接続
●印字速度：Max450㎜/秒
●パーシャルカット/フルカット切替
●外形寸法：
　119（W）×252（D）×132（H）㎜
　（ケーブルカバー有）
●質量：本体 約1.7kg

IDカードリーダ（白・黒）
●使用カード：磁気ストライプカード
　JIS I/II
●読取方式：手動方式
●外形寸法：
　42（W）×41（D）×179（H）㎜
●質量：約0.3kg

固定スキャナ
●イメージャスキャナ
●外形寸法（スタンド取付時）：
　160（W）×127（D）×196（H）㎜
●質量（スタンド取付時）：約1kg
＊スタンドはオプションです。

ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで

縦型ディスプレイでスペース効率に優れ、セルフ運用にも適した スタンド型POS 

カスタマディスプレイ
（卓上タイプ／白・黒）
●表示内容：英数カナ
●表示文字数：16文字×3行（漢字）、
　32文字×3行（ＡＮＫ）
●外形寸法：
　236（W）×85（D）×160（H）㎜
●質量：約1kg 

自動釣銭機 FAL2
●COM接続
●外形寸法： 490（W）×570（D）×最大135（H）㎜
　＊突起物は含まず（電源は本体に内蔵）
●質量：約35kg 

●外形寸法：
　320（W）×140（D）×50（H）㎜
●質量：約0.9kg

●外形寸法：
　270（W）×194（D）×64（H）㎜
●質量：約0.9kg

シリーズ

本製品（またはサービス）は、適切なセキュリティ対策をお客様ご自身で講じた環境下にてご利用ください。
万一、本製品（またはサービス）に対しお客様が適切なセキュリティ対策を行わなかったことに起因して、お客様または第三者に損害が生じた場合、当社は当該損害について一切の責任を負わないものといたします。

シリーズ

使い勝手や設置性に優れたコンパクトボディ
POSターミナル総合カタログ

POSターミナル
2021年5月

背面ディスプレイの豊富なバリエーション

※オペレータ側15型LCDディスプレイ

VFDカスタマディスプレイ ７型カスタマディスプレイ 15型LCDディスプレイ 15.6縦型LCDディスプレイ

●視認性・操作性に優れた15.6縦型ディスプレイの採用により、横幅を抑え
つつ表示エリアを拡大することで、来店顧客が見やすい大きな文字での
商品・価格表示や、わかりやすい確認ボタンの配置など顧客目線での画面
レイアウトが可能となります。
　また新商品の案内やキャンペーンの告知を大きな写真や動画で表示する事
により、効果的な情報発信が可能となり、顧客サービスの向上が図れます。

●ディスプレイは、スタイリッシュな縦型と、既存のアプリケーションソフトを
活用できるスクエア型から選べます。

　また、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、決済端末などの周辺機器を
自由に配置できるので、コンパクトに周辺機器を集約し、店舗運用に合
わせて柔軟に構成可能です。有人レジはもちろんセルフレジとして活用
でき、店舗システムをフレキシブルに構築できます。

POSキーボード
（TWINPOS9700Ui用）
（テンキー：12、ファンクションキー：72）  
●外形寸法：
　228（W）×192（D）×54（H）㎜
●質量：約0.9kg

スリムでスタイリッシュなPOS本体と、15.6型の縦型、もしくは15型のスクエア型ディスプレイで構成。
縦型・大画面を生かした表示レイアウトで実現する優れた視認性や操作性に加え、
商品写真や動画などを使った効果的なプロモーションにより、来店顧客サービスの向上が図れます。
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長期にわたって安心・安全に運用していただけるプラットフォームをご用意しました
POSに最適なOSを採用、AP資産の移行性も考慮 さらに進化したウイルス対策（オプション）

●スマートデバイスとの親和性が
あり、POSシステムに最適な
Windows® の Embedded 
OS、「Windows® 10 IoT 
Enterprise LTSC 2019」の採用
で、長期サポートを実現します。

●OPOS仕様準拠ドライバを継続サ
ポートすることで、現在お使いのPOS
アプリケーションのスムーズな移行
環境を提供。従来のソフトウェア資産
を最大限ご活用いただけます。

●「未知の脅威への対策が可能なセキュリティソフト」である“SolidProtect”は、POS
の運用動作にほとんど影響を与えない許可リスト方式のウィルス対策ソフトウェア
です。一度導入すればメンテナンス不要
で強固なウィルス対策環境を継続的に
維持できるため、運用管理の軽減と運用
コストの削減に貢献できます。また、
“TWINPOS Virus Cleaner”との組み合
わせで、より安心な環境を構築できます。

信頼性の追求 使いやすい操作感

●UPS（無停電電源装置）の標準搭載により、
瞬断や停電時にシステムを守ります。

●ストレージにはシリコンディスクを採用。長期
間安定した運用を実現します。

●埃・油煙等の侵入を抑え、優れた耐久性を実
現するファンレスタイプをご用意。優れた静
音性も実現します。

●キーボードには防滴対策が施されており、水物を扱う環境
でも、装置故障の危険性を軽減することができます。

●メインボード、ストレージ、メモリ等は、容易に交換できる
よう、保守性を考慮した設計でTCO削減に貢献します。

●高速・高性能CPU、4GB（最大8GB）のメモリで、POS業務
だけではなく、多彩なアプリケーションやミドルウェアを
利用でき、お客さまの成長戦略に応えます。（オプション）

●見た目も美しい、画面とフレームに段差の
ないフラットディスプレイを採用。装置内
への水や埃の侵入を軽減するだけでなく、
日常のお手入れもさっと拭くだけで簡単に
行えます。

●より軽いタッチでの操作が可能な軽加重タ
イプのタッチパネルを採用しました。スムー
ズな操作感で、軽快なオペレーションを実現
します。

あらゆる店舗に美しく溶け込むフリースタイルデザインPOS。
洗練されたデザイン、優れた設置性、豊富なオプションで、
店舗のコンセプトにマッチする新しい運用スタイルを提供します。

●見た目も美しい、画面とフレームに段差のないフラットディス
プレイを採用。装置内への水や埃の侵入を軽減するだけでなく、
日常のお手入れもさっと拭くだけで簡単に行えます。

●レシートプリンタをPOS本体に内蔵しながらもコンパクト設計を
追求し、従来機のプリンタ外付け構成時と比べ、設置スペースを
さらに約40%削減。限られたレジスペースでの設置や、小物商
品の陳列による販売促進、商品梱包エリアの確保など、レジカウ
ンタ周りをすっきりと、有効的に活用することができます。

●チルト／スイベル機構搭載により、
　ディスプレイをすっきりと設置可能です。

アパレル、専門店などで

省スペースを追求したプリンタ一体型モデル 

レシートプリンタをPOS本体に内蔵しながらもコンパクトな設計を追求しました。
省スペース化を実現したことで、レジカウンタに十分な設置スペースや作業エリアを確保することができます。

アパレル、専門店などで

さまざまな運用スタイルを実現するフリーレイアウトモデル 

店舗運用に合わせて選べる豊富なオプションを取り揃えております。 
レシートプリンタ、カスタマディスプレイなどを自由にレイアウトできるため、用途に応じて柔軟な構成を実現します。

来店したお客さま自身が、お会計操作を行えるPOSシステムです。店舗スタッフの業務軽減や、最少人数での店舗運営を可能にすることで
働き方改革の実現をサポートします。また、使いやすさを求めた設計で、初めてのお客さまでも簡単に操作を行う事が出来ます。

空いたスペースで
ついで買いを促します

専用キーボード接続時

●洗練されたデザインで、さまざまなインテリアや店舗形
態に調和します。ホワイト・ブラックのカラーから選べます。

●オペレータ側画面とカスタマ側画面を90度の角度へ
調整する事で、セミセルフ運用を実現できます。

　従業員の立ち位置が顧客にぐっと近づく事で、顧客側
操作をサポートしながらレジ操作が可能。従業員が現
金に触れない事で、レジ業務の負担軽減を図れると共
に、衛生的です。

●15.6縦型ディスプレイとスキャナをセンターに配置可能。
　はじめて操作する方にも使いやすく安心して操作する事ができます。

●レシートプリンタや決済端末をディスプレイの左右どちらの位置にも
配置可能。店舗の運用に合わせて選べます。

●ポールやネジ止め工事が不要なスタンド一体型となっており、お客さま
店舗へ簡単に設置可能です。

●お客さま自身が決済を行う、コンパクトなセルフ精算型システム。
　混雑時のレジ待ち解消や人手不足対策に貢献します。

●人間工学に基づき使い勝手を考慮した設計。お客さまの動線を意識し
ており、一連の操作を簡単に行えます。また、機器の高さや配置を「操作
のしやすさ」に配慮しており、身長の低い方から高い方まで、使う人を幅
広く考慮しています。

シリーズ

ドラッグストア、スーパーマーケットなどで

働き方改革や、顧客満足度向上を実現するセルフ運用

セルフ運用




