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主な特徴

ショップ物語
Light

各種CSVデータ出力

豊富なオプション機能

多様な機種・接続形態に対応

売上分析・売上動向の把握

複数店舗の売上集計・比較

部門・商品マスタ管理
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導入効果

売上動向把握 店舗売上比較 売上一括管理 商品売上分析 マスタ一括管理

売上の動向把握に
役立つ分析帳票が

充実してます。

店舗間の
売上情報を簡単に

比較できます。

複数店舗の
売上情報を

一括管理できます。

売上ランキング、
ベストワースト、

ノンアクト商品の把握など
商品分析が

簡単に行えます。

店舗毎のマスタを
一括管理でき、

個別配信も可能です。

3



パッケージタイプ

通信オプション

・シングルエディション ：管理店舗数 1店舗

・スタンダードエディション ：管理店舗数 ５店舗

・オンラインサブ-ECR（MA/FS-2055、MA/FS-3055）※USB経由での接続の場合は不要。

・ShopWorksシリーズ接続

・券売機接続 ※売上管理のみ。マスタ配信は不可。
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業務サブ

機能オプション

・簡易顧客管理サブ ・商品ラベル発行サブ ・BHT-POSサブ

・売上点検機能 ※要LAN接続 ・売上自動収集機能 ※要LAN接続

ライセンス

・店舗追加ライセンス ・PCクライアントライセンス
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対応機器

POS/レジ

ショップ物語PC

ラベルプリンタ

BHT-POS

券売機
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対応機種
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レジ/POS ※他機種混在運用が可能

 ShopWorks7G ※LAN接続のみ

 MA/FS-3055

 MA/FS-2055V2

接続形態：LAN接続 or USBメモリ経由

BHT-POS

 BHT-1306BB

★ポケプリ → B-EP2DL、B-LP2D

接続形態：LAN接続 or USBケーブル接続

ラベルプリンタ

 BA410T/BA420T

 B-EX4T1/B-EX4T3

 B-EV4シリーズ

 BV410Dシリーズ

接続形態：LAN接続 or USBケーブル接続

券売機

 芝浦自販機製

 グローリー製

 BOSTEC製

接続形態：LAN接続



機器構成（例：単店舗）

ショップ物語PC
バックアップ
装置

無停電装置

レーザープリンタ

事務所

POS/レジ

売り場
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機器構成（例：最大）

POS/レジ

ショップ物語PC
バックアップ
装置

無停電装置

レーザープリンタ

本部/事務所

店舗A

店舗B

※スタンダードエディションの場合
（注）６店舗以上の場合は、要店舗追加ライセンス

ラベルプリンタ

BHT-POS

POS/レジ 券売機

店舗C 店舗D

店舗E
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売上一括管理

ショップ物語
Light

レジ

店舗C

本部/事務所

レジ

店舗B

レジ

店舗A

レジ

店舗D

レジ

店舗E

＜収集売上データ＞

・取引別売上データ
・部門別売上データ
・商品別売上データ
・時間帯別売上データ
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マスタ一括管理

ショップ物語
Light

レジ

店舗C

本部/事務所

レジ

店舗B

レジ

店舗A

レジ

店舗D

レジ

店舗E

＜マスタ管理＞

・グループマスタ ・店マスタ
・部門マスタ ・店レジマスタ
・商品マスタ
・集計１マスタ
・集計２マスタ
・仕入先マスタ

＜レジ配信データ＞

・商品マスタ全件
・商品マスタ（未送信のみ）
・日付指定（商品）
・顧客マスタ ※オプション

・マスタ全件（グループマスタ、部門マスタ、商品マスタ）

※店舗毎の配信有無設定が可能
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システム構成

商品別集計

 商品売上ベストワースト表※

 商品ランキング表[週間]

 商品ランキング表[月間]

 ノンアクト商品一覧表※

 店別商品売上動向表※

売上集計表

 店別売上集計表※

 部門別売上集計表※

 商品別売上集計表※

 『新商品』売上集計表※

 時間帯別売上集計表※

 集計１別売上集計表※

 集計２別売上集計表※

 仕入先別売上集計表※

売上日報・日計/月計表

 取引別売上日報

 取引別売上日計表※

 グループ別売上日計表※

 部門別売上日計表※

 店別売上月計表

 グループ別売上月計表

その他

 売上カレンダー

 レジ売上データ取込み

マスタ保守

 グループマスタ保守

 部門マスタ保守

 商品マスタ保守※

 集計１マスタ保守

 集計２マスタ保守

 仕入先マスタ保守

売上推移表

 店別売上推移表[５ヵ年]

 店別売上推移表[月別]

 店別売上推移表[週別]

 月別グループ売上推移表

 ５ヵ年月別売上推移表

※印は、CSV形式でのデータ出力が可能
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システムメニュー

メインメニュー

マスタ処理メニュー 売上分析処理メニュー 売上集計処理メニュー
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マスタ保守画面（サンプル）

商品マスタ保守 商品マスタ一覧保守

グループマスタ保守 部門マスタ保守
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商品マスタ保守（印刷指示）

商品マスタ印刷指示  各種条件による絞り込み商品での帳票（「商品マスタリス

ト」、「商品単価表」、「オーダーブック（→スキャニング用の

商品別バーコード一覧）」）をデータ出力、及び印刷でき

ます。
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商品マスタ保守（新規商品コード作成）

新規商品コード作成

 インストアコードによる、新規商品コードの自動生成が可能

です。

 また、ラベルプリンタと接続する事により、当インストアコード

でのバーコードラベルの印刷も可能です。

※要商品ラベル発行サブ
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帳票出力画面（サンプル）

取引別売上日報 取引別売上日計表

部門別売上日計表 商品別売上集計表
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出力帳票一覧
項目 帳票名 帳票内容 CSV出力

売上日報 取引別売上日報 指定日の取引別売上を、出力します。

売上日計表 取引別売上日計表 指定月の取引別売上を、日毎に一覧形式で出力します。 〇

グループ別売上日計表 指定月のグループ別の売上を、日毎に一覧形式で出力します。 〇

部門別売上日計表 指定月の部門別の売上を、日毎に一覧形式で出力します。 〇

別売上月計表 店別売上月計表 指定年度の店別の取引別売上を、月毎に一覧形式で出力しま
す。

グループ別売上月計表 指定年度でグループ別の売上を、月毎に一覧形式で出力しま
す。

売上推移表 店別売上推移表[５ヵ年] 指定年度から5年前までの売上を、年毎に集計し出力します。

店別売上推移表[月別] 指定年度の売上を、店毎、月毎に出力します。

店別売上推移表[週別] 指定年度の売上を、店毎、週毎に出力します。

月別グループ売上推移表 グループ毎に指定年度の月別売上を、店毎に出力します。

５ヵ年月別売上推移表 ５ヵ年の売上を、店毎、月毎に出力します。

カレンダー 売上カレンダー 指定月の取引別売上を、カレンダー形式に出力します。
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出力帳票一覧
項目 帳票名 帳票内容 CSV出力

集計表 店別売上集計表 指定期間で店毎に集計した売上情報を出力します。 〇

部門別売上集計表 指定期間で部門毎に集計した売上情報を出力します。 〇

商品別売上集計表 指定期間で商品毎に集計した売上情報を出力します。 〇

『新商品』売上集計表 指定期間での新商品の集計した売上情報を出力します。
(新商品：指定期間の終了日から指定週以前の間に登録された
商品)

〇

時間帯別売上集計表 指定期間での時間帯毎に集計した売上情報を出力します。 〇

集計１・２別売上集計表 指定期間で集計項目毎に集計した売上情報を出力します。 〇

仕入先別売上集計表 指定期間で仕入先毎に集計した売上情報を出力します。 〇

商品別集計 商品売上ベストワースト表 指定期間で商品売上から売上、点数、粗利金額で上位、下位に
並べたものを出力します。

〇

商品ランキング表[週間] 指定週で商品売上の上位を抽出、対象商品の先週、先々週の
順位をあわせて出力します。

商品ランキング表[月間] 指定月で商品売上の上位を抽出、対象商品の先月、先々月の
順位をあわせて出力します。

ノンアクト商品一覧表 指定日以降に売上のない商品を出力します。 〇

店別商品売上動向表 指定期間であらかじめ選択した商品の売上の推移を出力しま
す。（店舗間での商品売上状況がわかります）

〇

19



出力帳票（サンプル）

取引別売上日報 取引別売上日計表

部門別売上日計表 商品別売上集計表
20



売価変更予約ツール

メインメニュー

売価予約入力画面

 各種条件により絞り込みした商品への、販売税区分、及び

売価の予約設定ができます。

※ショップ物語Light 付属ツール
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ショップ物語Light（売上管理システム） ショップ物語SP（売店管理システム）

エディション ・シングルエディション：１店舗

・スタンダードエディション：5店舗

・シングルエディション：１店舗

・スタンダードエディション：5店舗

標準機能 ・売上管理 ・売上、仕入、在庫管理

通信オプション ・オンラインサブ-ECR（MA/FS-2055、MA/FS-3055）

・ShopWorksシリーズ接続

・オンラインサブ-ECR（MA/FS-2055、MA/FS-3055）

・ShopWorksシリーズ接続

・FSCompass・FSWorks接続 ※マスタ配信不可

・PrimeStore接続（マスタ取り込み）

・PrimeStore接続（マスタ配信あり）

業務サブ ・簡易顧客管理サブ

・商品ラベル発行サブ

・BHT-POSサブ

・簡易顧客管理サブ ・酒税報告サブ

・商品ラベル発行サブ ・売掛・請求管理サブ

・BHT-POSサブ

機能オプション ・売上点検機能

・売上自動収集機能

・売上点検機能 ・BHT仕入・棚卸・移動

・売上自動収集機能 ・委託精算業務

・点検結果メール配信

・精算結果メール配信 ※連絡用一斉メール送信機能含む

ショップ物語比較表
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ありがとうございました。


