We recommend the best system for your remote management system

～次世代ネットカフェPOSシステム～

プロビジョンメンテナンスと完全連動
PayNetCafe標準搭載
ブースPCをPOSから一括で管理
会員制への高い順応性

・POSシステムライセンス
・POS用PC（タッチパネル込）
・お客様用座席公開ディスプレイ

システム障害時のデータ保護と復旧

・レシートプリンター
・バーコードリーダー（スタンドつき）
・キャッシュドロア

24時間サポート体制

・料金表示用カスタマーディスプレイ
・POS用バックアップシステム
・バックアップ用HDD

他

オプション ※専用会員カード 他

“ TBmanager5とは
プロビジョンメンテナンスとの完全連動
プロビジョンでのオンラインゲームメンテナンスに必要なブ
ース内のパソコンのON/OFF、再起動の操作をカウンターから
直接操作可能です。

”

ブースPCをPOSから一括で管理
入店に合わせてPCをONにしたり、退店に合わせてブースPC
の再起動させリカバリーが自動でかかるように設定すること
が可能です。
またオンラインゲームに必要なソフト/ハードウェア構成の確
認や、いたずら防止の為のPCロック、
ブース内のパソコンの
ON/OFF・再起動も可能となっております。

座席利用状況に合わせてのプロビジョン運用が可能なため、空
席時を利用しオンラインゲームに必要な日々のメンテナンスを
実施できるので、円滑に、
より確実にゲームのアップデートが可
能です。

カウンターからPCの運用管理が効率よく行えます。

PayNetCafe標準搭載

会員制への高い適応性

全国1500店舗以上（2010年12月現在）
でサービス中のネット
カフェ専用現金決済システムPayNetCafe【ペイネットカフェ】
に
完全対応！
（http://www.paynetcafe.com/）
オンラインゲームを始め、ネ
ットカフェで提供されるオンラインコンテンツを、
フードや商
品の管理と同様に販売することが可能です。
お店で独自にPCを用意していただく必要がなく、
どのアイテム
がどのお客様に売れたか一元的に管理でき、POS自体の会計
管理も非常に容易にできます。

管理者の設定に応じて会員の条件検索が可能です。
料金、ポイント制度、利用履歴、訪問回数、購買履歴など多彩な
項目より会員を 管理できます。
また、顧客情報はデータベース上で暗号化され保存されてい
るため、情報漏えいの心配もありません。
会員の年齢別管理も出来、
「都道府県の条例により、夜10時以
降の未成年者に制限をかけたい」などの用途にも対応できま
す。
デジタルアーツ株式会社が提供するフィルタリングソフト
「i-ﬁlter」に対応しているので、会員の年齢にあわせたサイト閲
覧制限を自動で行えます。

新しいログ集計サービス「ログビジョン」も標準実装！
イベントやキャンペーン、コンテンツ情報と連動したゲーム稼動収集ツール・ログビジョンも標準実装。
お客様用PCで稼動しているコンテンツが分析・集計出来ます。
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“ 基本機能1
料金設定

”

店舗レイアウト

従来のパック料金、時間課金はもとより店舗の運営形態にあ
わせた多彩な料金プランを実現できます。

・番号順に整列させる基本配置
・コーナーやフロアを分けて表示できるパーティション配置
・好きな並び方に変更が出来る使用者配置
・店舗レイアウトをそのまま再現するレイアウト配置

ポイント割引機能やクレジット決済など様々な決済手段や入
店時間の調整、サービス時間など用途にあわせて柔軟にご利
用いただけます。

店舗に合わせて、
オペレーションに合わせて表示方法を変更
できます。
新人スタッフでもすぐに席の種類と場所を把握できます。

今までのPOSでは設定が出来ず諦めていた店舗独自の料金
サービスが実現できます。

・ 一般的な料金設定から

・ 柔軟な料金プランまで

・前払い料金
・後払い料金
・クーポン割引
・夜間パック

・ポイント機能
・クレジット決済
・区間料金設定
・サービス時間（退店までの

柔軟な料金設定にも対応
も対応！

・ 一目で分かる！

・ ブースの種類で！

猶予時間）

・ 移動もらくらく！

・ 多彩なコーナーも！

商品、レンタル管理

売上管理機能

物販販売と連動しているのでリアルタイムな在庫を把握でき
ます。
仕入単価や損失管理も行えるので純粋利益計算も行えます。
期間別に商品の売れ行きを調べたり、商品売上の順位も確認
できるので売れ筋商品が一目で分かります。

毎日のレジ閉めを行うだけで自動的に帳票を作成します。
日別、
月別の売上データはもちろん、座席別、時間帯別の売上
や男女比、新規とリピーターの比率など店舗運営を戦略的に
管理する上で、強力なデータを出力できます。
ホームビューア
（P5）を使って店舗外から売上確認をしたり、エ
クセル保存や印刷も行えます。

また、
「バーコード作成機能」
でバーコードがない商品やサー
ビスもバーコードによる管理が可能です。

・ 日別レポート
・ 日別内訳
・ 月別レポート

・ 在庫管理・棚卸し・売上データ

3

・ 統計レポート
・ 座席別レポート
・ 商品販売レポート
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“ 基本機能２
クライアントPC管理
クライアントPC管理

”

カウンターにいながらブース内のPCの制御/管理がおこなえます。

01
03

【PC別の情報】
ハード/ソフトウェアリスト、ハードウェア変更お知らせ機能など
【いたずら防止】
画面ロック/ロック解除やコントロールパネル・レジストリの書き換え防止など
【遠隔メンテナンス】
遠隔コントロール・点検表示及び入室制限など
※コントロールパネルやレジストリーの設定変更を防止したり、
表示自体の制限をかけることも可能です。

04

02
カウンターで
一括管理

PC別の情

表示切替機能

01

清掃中、準備中、点検中、調整中と状態に応じて表示の変更が
行えます。

報

02

清掃中

清掃タスク管理機能
大型店舗様にうれしいブースからの清掃完了
（ゴミ箱アイコン解除）機能。
カウンターへいちいち完了連絡をしなくても席から自動で完了を
へ通知可能にし、お店での オペレーションをスピーディにします。

いたずら防止

テナンス
遠隔メン

03

喫煙禁煙切り替え機能
ブースが喫煙席か禁煙席かの切り替えが行えます。

04

遠隔コントロールは
空席だけだから安心

メッセージ表示機能
お客様に向けてのメッセージを
表示することが出来ます

OK

禁煙席

いらっしゃいませ。本日はお越しいただきありがとうございます。
当店ではオンラインゲームキャンペーンをやっております。
詳しくはカウンターまで

お役立ち機能～ネットカフェを知りくしているからこそのうれしい機能～

1
8
18

未成年者管理機能〜利用時間アラート機能、有害サイト閲覧制限（i-ﬁlter連動）〜
入店時の会員様年齢確認はもちろん、決められた時間以降でご利用中のお客様の中から未成年者をPOS上でお知らせ。
i-ﬁlterと連動し、年齢に応じた有害サイト公開レベルが入店と同時に自動で設定がされます。
お店のポリシーにあわせた未成年のお客様の管理が便利に行えます。
清掃待ちブース 一覧印刷機能
ボタンひとつで清掃待ちの座席リストを一覧にしてレシート印刷します。
わざわざ清掃場所を確認し、
メモするなどの面倒な作業がなくなり、全ての清掃場所が一覧で印刷されるので
効率よく清掃業務が行えます。
進化版席ナビ 完全連動（2011年2月対応予定）
お客様がプレイしたいゲームタイトルから空席を抽出し、そこからご案内、入店処理ができる進化版席ナビが搭載。
ご希望の座席にどんなタイトルがあるかもひと目でわかる。
ゲームにこだわる店舗様にうれしい次世代機能です。
ゲームクライアント修復もカウンターから〜ゲームリペア機能〜（2011年2月対応予定）
プロビジョンでも大活躍のゲームリペア機能がPOSでも操作可能。再インストールが必要なゲームもスピーディに修復
します。座席利用状況が確認できるPOSでカウンターにいながらゲーム環境も整えます。
スマートフォンで外からでも店舗の売上が管理できます
（2011年2月対応予定）
複数店舗を管理するオーナー様に人気のホームビュアー機能がさらに進化。24時間いつでもどこでも
スマートフォンからお店の売上、入店状況など店舗にいるのと同じ情報が確認できます。
レシート、領収書 電子データ保存機能
精算レシート、領収書が電子データで保存され、再発行や再プレビューが可能です。
もう紙で保存する必要はありません。
もちろん電子データなので日付や時間から検索することもできます。
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“ 注目便利機能ご紹介
ホームビュアー（遠隔店舗管理機能）

”

自宅や本部から店舗の状況を確認する機能です。
予め店内POSでUSBにプログラムを設置し、後はインターネットが出来る環境さえあればOK
です。座席状況、今日の内訳状況、過去の売上情報を店舗で確認しているような方法で閲覧
できます。
WEBサーバーを経由しないで店舗のPOSに直接連携を行うので、反映速度もセキュリティー
面も問題ありません。
もう、店舗からの日報のFAXを送る必要はありません。
好きなタイミングで、
スタッフの作業負担なしに店舗情報を収集することが可能です！
※複数店舗を運営する経理担当者様向けに「FCホームビュアー」
もございます。

公開レイアウト表示
公開レイアウト表示

店舗内情報管理機能
店舗内情報管理機能

POSと連動して自動で客席情報を表示。空席、利用中、清掃中
も一目で確認できます。
さらにシートのコンテンツアイコンは移動できます。
コンテンツの変更、追加も手軽に自由に調整可能です。

スタッフの管理可能レベルを設定することにより、開示する情
報を制限できます。
引き継ぎ記録管理、管理者別ログイン記録確認、料金調整や
ロック解除、多様なログ検索機能、売上情報表示制限など、店
舗のあらゆる情報を保有するPOSだからこそ必要な機能です。

イメージ
追加

オーナー
社員
スタッフ

P1

P1

お店の管理

会員管理

商品管理

レンタル管理

○
○
○

○
○

○
○

○
○

×

×

×
※自由に設定可能

簡単編集

複数人数利用席 管理機能

マルチPOS

ビリヤードやダーツ、
カラオケなどひとつの部屋を複数人で利
用できます。
また、家族連れや友達同士などの精算を一括で行える合算精
算処理にも対応しています。

TBManager5はマルチPOSシステムを採用しています。
レジを2台、3台と増設したい場合や、１階と2階などを一緒に
運営する場合、店舗のコーナーごとに別れている場合などカ
ウンターが複数ある場合でも入室状況や売上データなどを全
てのデータを統合管理します。

もちろん、座席の移動や個別の精算も可能です。
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“ 注目便利機能ご紹介２
お客様便利画面

”

お客様便利画面を使用すればお客様にわざわざカウンターまでお越し頂いたり、
インターホンがなったりしても大丈夫です。
お客様がその場で使用状況が確認出来、お客様に便利にご利用いただける機能です。

ポイント
・お客様自身が席から使用時間、料金、前払いや残り時間、追加金額など使用状況をいつでも確認
・自席から離れなくても、カウンターへの呼び出しやメッセージ送信、フードの注文 などが可能
ブースの中からフード注文や物販販売、精算などが行えます。
※フードの写真やコメントは店舗様で設定可能です。

バックアップ機能～ 店舗のすべての情報を管理するPOSだからこそ～
データもOSも24時間運営のネットカフェだからこそ、
トラブル対策も重要です。

TimeBack復旧
k復旧

１. ウイルス対策は万全ですか？

HDD障害
D障害
タ障害）
（データ障害）

ESET社のアンチウイルスソフトNOD32を標準搭載。
24時間ウイルスの脅威からPCを守ります。

２. HDD 故障によるデータ損失に不安を感じていませんか？
1時間ごとにデータの
バックアップを自動で行います

REC

OVERY

LE BACK
IAB
UP

NOD32が24時間
ウイルスの脅威からPCを
守ります

TBM5は1時間ごとにデータのバックアップを自動で行います。
障害が発生しても直近のバックアップからデータの復旧が可能です。
ハードディスク障害にもサブバックで対応しているので安心です。

S

Y

EL

EA

R

OS障害時などの場合には
Zconverterですばやくイメージ復元

３. OS システム障害時などの緊急事態にもすばやく対応できますか？
マイクロソフト認定のイメージ復元ソフト「Zconverter」を標準搭載。
ドライブごとにバックアップイメージを作成できます。OSの再インストール
が必要な場面でもバックアップイメージを利用してスピーディな復旧が可能です。

周辺機器詳細 他
■機器の寸法
▲POS PC 本体

幅 ： 460mm 高さ ： 30mm 奥行き ： 165mm

▲キーボード

幅 ： 178mm 高さ ： 645mm 奥行き ： 449mm

▲マウス

幅 ： 60mm 高さ ： 40mm 奥行き ： 120mm

▲POS PC 用タッチパネルモニター

幅 ： 391mm 高さ ： 366mm 奥行き ： 203mm

▲レシートプリンター

幅 ： 145mm 高さ ： 148mm 奥行き ： 195mm

▲小型カスタマーディスプレイ

幅 ： 165mm 高さ ： 135mm 奥行き ： 110mm

▲キャッシュドロア

幅 ： 405mm 高さ ： 112mm 奥行き ： 480mm

▲バーコードリーダー

幅 ： 56.3mm 高さ ： 31.5mm 奥行き ： 159mm

▲バーコードリーダースタンド

幅 ： 152mm 高さ ： 110mm 奥行き ： 190mm

■機器動作に必要なインターフェイス
▲電源

POS 一式につき 4 つのコネクタが必要です。 （うち 1 つは予備） また、 電源コネクタの形状は設置極付き （3pin） プラグ対応でお願いいたします。
タコ足配線ではなく、 什器に POS 専用として据付いただくのを推奨いたします。

▲LAN

POS 一式につき一本の LAN ケーブルが必要です。 施設に設置するお客様用 PC と同一ネットワークにして頂く必要があります。

周辺機器については変更する場合がありますので導入前にご確認ください
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