
「これからのGoodソリューション」

SS用 POSシステム

POS-G Plus



わかりやすい！　使いやすい！　やさしい！ ･･･だから運用に強い！
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トータルで考え進化していく時代です。」
「刻々と変化するＳＳ運営･･･システム / 計量機 /サポート

ニーズに応えフィットするニーズに応えフィットする

セルフサービス､フルサービス問わず､新しいことをいろいろと考えてみてください･･･
「ＰＯＳ-G Plus」は､新たなサービスをセーフティにスピーディに創りだし変えていきます。
利便性がますますアップする新ＰＯＳシステムを体験してください。

ＰＯＳ-G Plus SSC OPT-5000 紙幣一括投入型BNA 小型釣銭機 OPT-5000F

「ＰＯＳ-Ｇ Plus」シリーズ「ＰＯＳ-Ｇ Plus」シリーズ



ＰＯＳターミナル

ＳＳＤ
搭載

ストロング

（シリコンディスク）
ＳＳＤ
搭載

ストロング

（シリコンディスク）ノンダウン
システム

安心営業

ノンダウン
システム

安心営業

静音快適
埃に強い

ファンレス

静音快適
埃に強い

ファンレス
耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

大画面
ディスプレイ

１５インチ

大画面
ディスプレイ

１５インチ
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コンパクトなボディに最高の機能をパッケージ。
サービス･業務・管理を高レスポンスと使いやすさでサポート。
経費や労力を削減し、効率的な業務を可能にしたワンパック。
そして、ノンダウンプログラム標準搭載。

シリコンディスク（ＳＳＤ）
採用で信頼性向上！！
シリコンディスク（ＳＳＤ）
採用で信頼性向上！！

※1：指定のロール紙を使用した場合となります。

※1

自在でコンパクトな別置きプリンター

※指定のロール紙を使用した場合のみ。

用紙交換も投入式で簡単ワンタッチ。

自由に設置場所を選べるから便利。
最短動線でフィールド行き来できます。

印字劣化を防ぐ耐性褪色レシートで
販売後のトラブルも防止。

ＵＰＳ（無停電電源装置）を装備
通信中のデータを瞬断/停電から守る
別置きＵＰＳ。
ＰＯＳが安全にシャットダウンするまで
の間、ＨＵＢなどの周辺機器をガード。

※キャッシュドロア収納台 ： オプション

コンパクト設計
ＰＯＳまわりスッキリ省スペース。
ノンダウンプログラムをはじめ、
各種機能を凝縮。
瞬断/停電からデータを守ります。
（シャットダウン用ＵＰＳを標準装備）

ＳＳＤ（シリコンディスク）の採用で
安定した運用を実現します。
電源内蔵で配線スッキリ。快適で
安心できる業務をサポート。

明るく強くタフ、そして大画面

コンパクトボディでカウンターを
有効活用できます。

汚れや衝撃に強いパネルを採用。
濡れた手でもストレスなく操作が
行えます。

全ての操作が画面で完結。
しかも、明るい１５インチ大画面。

排熱処理をファンレスにすること
により、埃が入りづらくなりました。

優れた静音性を実現。

使いやすい操作性を実現

一斉停止ボタンを制御ボックスに
配備。だれでも確実に対処できます。

前後約４０°の首振り機能を装備。
疲れないオペレーションを実現。

緊急時も
安心 監視室での常駐が不要

監視室を離れて屋外業務や接客が可能。

ＳＳＣを携帯し作業しながらスピーディに給油許可
屋外で作業中でも監視室へ走ることなく、給油許可が可能。 

人手不足問題を解消
SS業務の効率がアップしスタッフのシフトなど負荷が軽減されます。

音声ガイドで安心
給油リクエストを音声ガイドでサポート。安心して作業に集中できます。

フィールドで「給油許可」が可能

セルフサービスコンソール

ＳＳレイアウトに
合わせて許可ボタン
の配置が可能

ノンダウンプログラム標準搭載
２４時間連続運用に対応。

大画面＆優れた機能美
１５インチタッチパネルで見やすく使いやすいのに省スペース。

情報表示機能
セルフ運営だからこそ良く見るＳＳＣに顧客情報を表示

監視カメラ連動インターフェース
監視カメラと連動し、給油許可判断が容易。

給油許可を快適に、そして正確に

･･･ＰＯＳ本体が故障してもＳＳＣがカバー

● 障害発生などトラブルが起きても、システム全体がダウンすることなく
　 運営が継続できます。
● スタッフを支える機能と操作性は、ＳＳの安全を２４時間監視し守ります。

セルフＳＳをサポート
安心のノンダウンシステムに対応

Ｓｅｌｆサービスでの障害発生時
ＳＳＣが故障しても
ＰＯＳ本体画面で
営業継続できます

ＳＳＣが故障しても
ＰＯＳ本体画面で
営業継続できます

トラブル時でも給油できるからお客様は安心!!
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便利なキャッシュドロア
紙幣４区分、硬貨６区分。

プログラム（自動）、暗証入力、キー
（専用鍵）の３種から開閉可能。標準装備

スッキリ
スマート

シリコンディスク（ＳＳＤ）
採用で信頼性向上！！

便利なオプションアイテム

バーコードハンドスキャナ ICカードリーダー ＰＯＳラック

ＰＯＳが故障 ＳＳＣがカバー

ＳＳＣ本体の簡易ＰＯＳ
機能でＰＯＳ業務を
バトンタッチ。営業を
止めない信頼システム

ＰＯＳがカバー

ＰＯＳ本体の簡易ＳＳＣ
機能で給油許可操作が
可能となります。

ＳＳＣが故障

システム



人間工学を追求したオペレーション
人検知センサーを標準装備し待機時は省エネを実現。操作から
給油まで自然な動作で理想的なオペレーションを提供します。

視野ずれがなく優れた視認性。汚れに強い静電容量方式タッチパネル。
明るく見やすいタッチパネル

ストレスのない印字スピード。美しく訴求のある販促対応レシート。
ユーザーへのサービスはここでも他店と差をつけます。

スピードが違う

外設機を別置きにし、専用ラックでの運用も可能です。
洗車機連動にも最適。

フルＰＡＰラック対応

運営スタイルにあわせて紙幣一括投入型ＢＮＡと小型釣銭機より
選択が可能です。

選べる精算機器

1200
カンデラ

明るい

1200
カンデラ

明るい

1200
カンデラ

明るい

1200
カンデラ

明るい

ノンダウン
システム

安心営業

ノンダウン
システム

安心営業

スキミング
防止機能

不正対応

スキミング
防止機能

不正対応

耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

コンパクトなボディに最高の機能をパッケージ。
最高クラスの品質は、高レスポンスをはじめ、大型のディスプレイや
レシート印字など大幅な性能向上を実現。
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セルフサービス用 外設ＰＯＳ

● ＱＲリーダー　● ガイダンスLED
● 寒冷地用ヒーター（紙幣一括投入型ＢＮＡ、小型釣銭機）

● 精算機器（紙幣一括投入型ＢＮＡ、小型釣銭機）
■ オプション機器

※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国またはその他の国における商標または登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
　当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。画像はすべてハメコミ合成です。TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。
　また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※本製品は防爆構造ではありません。設置場所は非危険場所に限ります。

ＣＰＵ
メインストレージ
補助記憶装置

ディスプレイ

タッチパネル

プリンター

インターフェース

磁気カードリーダー

ＵＰＳ／バッテリー

オプション

１２．１TFTカラー液晶（XＧＡ：1024×768）

輝度１2００ｃｄ自動調光機能付

ＣＯＭ（ＲＳ－２３２Ｃ）Ｉ／Ｆ ： 最大５、
ＵＳＢ２．０　Ｉ／Ｆ ： 最大４、
ＬＡＮ（１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）×２、　ＳＳ－ＬＡＮなし

５８ｍｍサーマルレシート（全カット、パーシャルカット）５８ｍｍサーマルレシート（全カット、パーシャルカット）
投入式、ＱＲコード印刷対応

Atom E3827 1.75ＧＨｚ

Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail(32bit)
32ＧＢ×２ （ＳＳＤ：シリコンディスク）
2ＧＢ（RAM）

ＯＳ
１５型ＴＦＴカラー液晶（ＸＧＡ：１０２４×768）

アナログ抵抗膜方式（防汚パネル）

５８ｍｍサーマルレシート（オートカット）
投入式、印字速度 ： 200mm/s

ハンドスキャン式
読取 ： ＪＩＳ-Ⅰ型第２トラック／ＪＩＳ-Ⅱ型
書込 ： ＪＩＳ-Ⅱ型

あり（ファイル保護用）
音声出力 －

ＣＯＭ（ＲＳ－２３２Ｃ）Ｉ／Ｆ×２、　ＵＳＢ２．０　Ｉ／Ｆ×４、
ＬＡＮ（１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）×１、　ＳＳ－ＬＡＮ×１or2、
ドロアＩ／Ｆ（ミニ）×１、　外部緊急停止ボタンＩ／Ｆ×１

バーコードハンドスキャナ、ICカードリーダー

AC100V±10% 50/60Hz
150VA
5℃～35℃

約10Kg

ガイダンス用スピーカ（音量調整機能付き）

型式

イメージ

消費電力
設置環境
寸法
重量

電源

W約399 × H約395 × D約300

Windows10 IoT Enterprise
32ＧＢ×1 (CFast)
8ＧＢ（RAM）

静電容量方式タッチパネル

モータードライブ式
読取 ： ＪＩＳ-Ⅰ型第２トラック／ＪＩＳ-Ⅱ型

あり（ファイル保護用）

ＱＲリーダー､ガイダンスLED ＱＲリーダー、ICカードリーダー、人検知センサー
キャッシュドロア収納台(W500 × H146 × D500) 寒冷地用ヒーター（紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機）ガイダンスLED､キャッシュドロアI/F

AC100V±10% 50/60Hz
200VA
-10℃～40℃

約16Kg

紙幣一括投入型BNA、小型釣銭機ＰＯＳラック(W500 × H850 × D550)

W670 × H335 × D266

ＣＯＭ（ＲＳ－２３２Ｃ）Ｉ／Ｆ ： 最大５、
ＵＳＢ２．０　Ｉ／Ｆ ： 最大４、
ＬＡＮ（１００ＢＡＳＥ-ＴＸ）×２、　ＳＳ－ＬＡＮなし

投入式、ＱＲコード印刷対応

ガイダンス用スピーカ（音量調整機能付き）

ハンドスキャン式
読取 ： ＪＩＳ-Ⅰ型第２トラック／ＪＩＳ-Ⅱ型

あり（ファイル保護用）

AC100V±10% 50/60Hz
150VA
-10℃～40℃

約15Kg
W350 × H498 × D250

※ＰＯＳ本体のみ

POS-G Plus ＯＰＴ-5００0FＯＰＴ-5０００
■ 仕　様

フルサービスで求められるスタッフの効率性、迅速性、正確な操作性を探求したパッケージ。
シンプルで明快な作業性を生み出し、スピーディーに給油客をアシスト。

■ オプション機器

スタッフにフィットし作業効率ＵＰ
ＩＳＵへのビルトインを前提に最適なレイアウトをスタッフに提供。
片手で操作が完結し、キビキビと給油作業をこなすことができます。

設置用途にあわせて選べるラック
ＩＳＵの他にも、簡易ＢＯＸ、自立ラックをラインアップ。

大型１2.1インチのタッチパネルを採用。逆光に強い1200カンデラ
で明るく見やすくなりました。油や水にも強く操作性がＵＰ。

軍手を着用したまま操作できる静電容量方式タッチパネル。

明るく見やすく、そしてタフ

印字スピードと表現力を両立したプリンターは広告訴求力に優れ、
アイキャッチ効果が格段に向上しました。

美しくスピーディーで販促に最適

用紙交換は投込み方式で簡単スピーディーに対応できます。

● ＱＲリーダー　● ＩＣカードリーダー　● 人検知センサー
● ガイダンスLED　● キャッシュドロアI/F ※ セルフサービス仕様も対応予定

ＯＰT-5000

ＩＳＵ組込み型ターミナルＯＰT-5000Ｆ

■ 紙幣一括投入型ＢＮＡ 
● 束ねたお札もひと飲み込み
● ガイダンス機能付き
● 優れた防盗性能

■ 小型釣銭機【CashMateⅡ-IP】

● 計量機で完結
● ＬＥＤガイダンス機能付き
● 小銭も扱えるのにコンパクト！ そして、高セキュリティー

10枚一括投入ＢＮＡ

ノンダウン
システム

安心営業

ノンダウン
システム

安心営業

スキミング
防止機能

不正対応

スキミング
防止機能

不正対応

耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

耐性褪色
プリンター

劣化を防ぐ

Atom E3950

１２．１TFTカラー液晶（XＧＡ：1024×768）

輝度１2００ｃｄ自動調光機能付

Windows10 IoT Enterprise
32ＧＢ×1 (CFast)
8ＧＢ（RAM）

静電容量方式タッチパネル

Atom E3950

NP-1019 NT-1094 NT-1095

レーザープリンター
(オプション)

・モノクロ高速プリンター
・省エネ、低ランニングコスト

ZE-2349-A01
※2022年11月現在

(オプション)

ICカードリーダー

・カウンター廻りがスッキリ

(オプション)

バーコードハンドスキャナ

本　  体 ： ZE-2375-A01
スタンド ： ZE-2375-B01

本      体 ： ZE-2475-A01
　　　　： ZE-2476-A01
収納ケース ： MZ-01254-A001

・ＱＲコードの販促も簡単

ＰＯＳラック
(オプション)(オプション)(オプション)
ZQ-2322-A

・機器設置、配線をスマートに
 集約し、業務効率アップ

ＵＰＳ
POS-Ｇ Plus

セルフ仕様に標準装備)

・通信中のデータを
 瞬断/停電からガード

キャッシュドロア
POS-Ｇ Plusに標準装備

・紙幣４区分、硬貨６区分

レシートプリンタ
POS-Ｇ Plusに標準装備

・セパレート式でコンパクト
・用紙交換も投入式で簡単

（OPT-5000との使用例）

小型釣銭機
(オプション)

【CashMateⅡ-IP】

（OPT-5000との使用例）

紙幣一括投入型ＢＮＡ
(オプション)



万全のメンテサービス網を完備　全国７９ヵ所の直営ネット

■ 正確な金銭授受でスタッフの負担軽減
■ 屋内・屋外でも安心して使用が可能
■ だれでも分かりやすく操作をアシスト
■ ＩＳＵ組込みでスマート＆効率的な作業
■ 電磁ロックでセキュリティー向上
■ ディスプレイ付きで情報をひと目で確認
■ 小銭の一括投入もでき便利

■ コンパクト両面タイプ（片面タイプもラインアップ）
■ 屋外環境に配慮した強い専用機
■ 数々のセキュリティ対策で犯罪をガード
■ 独立制御で両面同時使用が可能
■ 片面不具合時でも反対レーンは使用可能
■ 自動券売機のような感覚で悩まない操作
■ 強固なガンロックを標準装備

■ だれもが分かる歴代精算機のフォルムを踏襲
■ 説明不要の使いやすさ
■ 簡単・正確なバーコードリーダーでストレスフリー
■ セキュリティ対策をはじめ安心機能がいっぱい
■ 多用途照明付きで夜間の作業をサポート
■ 釣銭忘れを防止するガイダンスランプ付き
■ 自動計数機能付きで正確な在高管理

セルフ用 ＢＮＡ運用型 自動精算機フルサービス用 釣銭機 セルフ用 両面フルＰＡＰ型 釣銭機

● OPT-5000F ＆ ＩＳＵ
● CashMateⅡ-F

● OPT-5000（ＰＰ専用ラック組込み）
● CashMateⅡ-PP

● OPT-5000 ＆ 一括ＢＮＡ
● CashMateⅡ-BN

● スプリットでもセルフ・フルサービスの操作性はそのまま
● 給油単価はスプリットに対応し別々設定可能
● セルフ、フルサービスの販売状況を確認する帳票を準備

● 釣銭機、自動精算機も運営形態にフィットした機器でＳＳをデザイン
● フルサービスでもセルフサービスでもストレスのない新しいスタイル

抜群の操作性を提供！
セルフ・フルサービス、そしてスプリットでも

CashMateシリーズと連携して運営をサポート

フルサービス セルフサービス セルフサービス

Split
OK

Self
OK

Full
OK

and

タツノは計量機･ＰＯＳ･油設など、困ったときに気軽に相談できるパートナーです。

危険物を安全に扱うなら、導入時だけでなく、運用開始後の保守管理まで安心できるサポート力で応える

円

Ｌ

緊急停止ミニバイク

円

Ｌ

緊急停止ミニバイク

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。 ●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

2022.12 (2000VS) AI01bA

https://tatsuno-corporation.com
03-3452-6125050-9000-0567

東京都港区三田三丁目２番６号

● 北海道支店
● 東 北 支 店
● 関 東 支 店
● 東 京 支 店
● 中 部 支 店
● 関 西 支 店
● 中四国支店
● 九 州 支 店

050-9000-0700
050-9000-0690
050-9000-2474
050-9000-0303
050-9000-2345
050-9000-2500
050-9000-2311
050-9000-0740

〒060-0009
〒983-0036
〒321-0973
〒230-0023
〒461-0040
〒556-0028
〒733-0012
〒812-0892

札幌市中央区北九条西24-4-15
仙台市宮城野区苦竹2-7-3 2 
宇都宮市岩曽町1395-1
横浜市鶴見区市場西中町10-7
名古屋市東区矢田3-2-25
大阪市浪速区久保吉2-2-14
広島市西区中広町1-2-23
福岡市博多区東那珂3-6-13

011-644-1042
022-236-7782
028-662-1159
045-511-2828
052-721-3165
06-6567-3303
082-294-6105
092-413-6680

（上記のほか、全国に71ヵ所の販売拠点がございます。）


