
ALL IN ONE PACKAGE
- オールインワンパッケージ -

ECO SHOP PRODUCE LIBRARY

ESPL



ご 挨 拶

弊社は 1991 年創業以来、流通システムインテグレータとして25年を超える歴史を重ねてまいりました。

主にショッピングセンターやスーパーマーケット、キヨスク、外食産業などで導入実績があり、近年では

一般小売店などにも普及しております。

お客様のニーズに合わせたカスタマイズも行っておりますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
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POS システム導入のメリット

本体重量 約 Kg3

オールインワンパッケージ
弊社のPOSレジ「ESPL」は POS本体にレシートプリンタやカスタマ
ディスプレイが内蔵されています。煩わしい周辺機器を接続する必要
がありません。「ESPL」1台さえあれば催事など、レジを設置するのに
十分なスペースがなくても、簡単に本格的な営業が可能になります。
また、本体重量が軽量化（約3kg）されているため移動や持ち運びが簡
単です。

様々な懸念点の解決
これまで POSレジが抱えていた、「大きい」「ダサい」「高額」
「拡張性がない」という課題を大幅に解決しました。
またOSはWindows を採用することで多くの方が使い慣れた
わかりやすい仕様になっています。

情報を多角的に分析
POSシステムは、小売業などの
レジスターで商品の販売と同時
に、商品名・数量・金額などを
バーコードリーダなどの自動
読み取り方式で収集し、情報を
多角的に分析でき店舗管理及び
マーケティングに必要な情報の
管理ができます。

POSシステム導入のメリットは、
商品名・価格・数量・日時などの
販売実績から「いつ・どの商品
が・どんな価格で・どこでいく
つ売れたか」という動向が管理
できることです。これにより、
本部で各店舗状況の一元管理、
リアルタイムに売れ筋商品を把
握、スムーズな精算でお客様の
待ち時間を短縮することなどが
できます。

店舗一元管理
商品毎の売れ行きを確認できるた
め、各店舗の収益情報が簡単に把
握できます。
売れ筋商品が明確になることで仕
入れのコントロールやイベントの
計画など、様々なシーンで活用で
きます。

売れ筋商品の把握

弊社 POS レジ ESPL の強み





レンタルプラン

レンタル価格と内容

レンタルプランオプション（税別）

（税別） 購入価格と内容

貴社ニーズに合わせた2つのプランをご用意

Day プラン ￥1,500/ 日 ESPL 本体 ￥300,000 ～
※オプション構成による

Week プラン ￥6,000/ 週

提供サービスは Day プラン同様
+ レシートロール紙 2 巻（合計 3 巻）

Month プラン ￥13,000/月

提供サービスは Day プラン同様
+ レシートロール紙 5 巻（合計 6 巻）

レンタルプラン・購入プラン
共に安心のアフターサポート

POS 本体、キャッシュドロワ付属
基本設定費込

レシートロール紙 1 巻

端末ご返却確認後
電子ジャーナル、標準分析帳票提供可能

店舗設定・部門設定・担当者設定

POS 本体、キャッシュドロワ付属
基本設定費込

レシートロール紙 6 巻
店舗設定・部門設定・担当者設定

保障期間
購入より半年

途中でプランを変更することも可能途中でプランを変更することも可能途中でプランを変更することも可能

こんな場合におすすめ こんな場合におすすめ

購入プラン

出展期間が短く、POS レジを導入するのはコスト
パフォーマンスに見合わない。

開業時や出展時の初期費用を抑えたい場合、機器
購入が不要なので初期費用をぐんっと抑えること
が可能です。
まずはレンタルプランで使用感を試してから購入
を検討したい。

長期間 (2 年以上 ) 使用する場合や使用を何度も
繰り返す場合。

自社の雰囲気に合うように ESPL 本体をアレンジ
したり改造したい場合。
※お客様の改造によるトラブルは保障できません。

いつでも即時使用できる状態のものを確保してお
きたい。

ハードウェア障害対応

電話サポート
365日9:00 ～ 20:00 受付

￥10,000
￥  6,000

￥  3,000

￥10,000

￥  7,500

別途

通常用途外の機器破損、紛失については別途修理費、または機器費用をご負担頂きます。

POS設置

マスタ設定（商品マスタ）

店舗ロゴ作成

操作教育

本体撤去

免税対応アプリケーション

現地設置作業 ※出動費・交通費（拠点から 50km 圏内）含む。発送料金別途
お客様が指定フォーマット（Excel）に入力いただいたデータを一括取込

ロゴ作成・組込

POS 操作教育（約 1 時間） ※出動費・交通費（拠点から 50km 圏内）含む。

現地撤去作業 ※出動費・交通費（拠点から 50km 圏内）含む。発送料金別途

免税対応アプリケーション

（税別）

（センドバック）提供価格に含む



小売・流通システム導入実績

株式会社ジェイアール東日本都市開発様
流通
小売系

・不動産関連システム　・ＳＣ売上速報システム

鉄道・
運輸系

株式会社ＪＲ東日本情報システム様
・設備管理関連システム　・財務会計関連システム　・収入管理関連システム　・在庫管理関連システム
・統計情報管理関連システム　・乗客情報計測関連システム　・会員情報管理関連システム

株式会社ＪＲ東日本情報システム
ＮＥＣフィールディング株式会社

派遣業務実績

鉄道事業に特化した業務システムの開発（ＪＥＩＳパートナーグループ１３社に加盟）
ネットワーク、インフラ、サーバー構築に関わるご提案と設計・導入・運用
国内、海外製品の輸入・販売で、ソフトとハードウェアの総合的なご提案
（ＰＯＳ、ＫＩＯＳＫ、サイネージ、サーバー、ハンディターミナル等 )

国内、海外企業との協業による、開発体制の拡大、海外への事業展開のご支援

その他の得意事業

天王寺ＳＣ開発株式会社様
・駅ビル営業管理システム　・駅ビル併設型駐車場管理システム　・顧客管理システム
・ｋＩＯＳＫ端末用発券システム　・ＫＩＯＳＫ端末の作成　・テナントオーナー向けＳＮＳ

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社様
・駅ビル営業管理システム ・顧客管理システム ・テナントオーナー向けＳＮＳ

四国キヨスク株式会社様
・店舗ＰＯＳ用販売システム　・多店舗販売管理システム　・ＥＣサイト構築

三宮ターミナルビル株式会社様
・顧客管理システム　・ポイント還元システム　・ポイント還元システム用端末製作

共同組合鹿本ショッピングセンター様
・店舗ＰＯＳ用販売システム　・集合型スーパーマーケット用販売システム　・多店舗販売管理システム
・ＫＩＯＳＫ端末用発券システム　・電子マネーカードの決済・チャージシステム開発

株式会社スキップハウス様
・店舗ＰＯＳ用販売システム　・多店舗販売管理システム　・顧客管理システム　・ポイント還元システム

ジェイアール西日本商事株式会社様
・店舗ＰＯＳ用販売システム　・単独店舗用販売管理システム



〒170-0004
東京都豊島区北大塚 1-18-1 大塚 KY ビル 2F

9：00 ～ 18：00
土・日・祝   休業

9：00 ～ 20：00
年中無休

〒543-0055
大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-39 天王寺ミオ 12F

本 社 大 阪 事 業 所

会社名 株式会社スペース

代表取締役 中西　清治

資本金 1,000 万円

設立年月日 1991 年 2 月 25 日

WebSite https://www.kk-space.co.jp

事業内容

システム・コンサルタント

ソフトウェアの開発

コンピュータシステム運用代行

ネットワーク・サーバ構築

機器の製造・販売

人材派遣、委託業務の請負

会社概要
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H148.9mm

レシートプリンタ

カスタマディスプレイ

ハードウェアラインナップ

製品仕様

IC/ID
カードリーダ

カスタマ
ディスプレイ

サーマル
プリンタ

各種スキャナ

在庫仕入発注 / 顧客
情報タブレット

各種POSキーボード各種ドロア

POS システム

自動釣り銭機

W316.2mm D2
99

m
m

商品のお問い合わせについては下記までご連絡ください。

www.kk-space.co.jp

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-18-1 大塚 KY ビル 2F

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-39 天王寺ミオ 12F

モデル名 RIPAC-10P1

SSD（ソリッドステートドライブ）

CPU
メモリ

構成要素

ストレージ

パネル

外部 I/O

2GB DDR3L SDRAM
ワイヤレス LAN IEEE 802.11 b/g/n 内臓
Bluetooth Bluetooth 4.0+ クラス 1内蔵

LCD パネル 10.1 インチ LCD、5インチ LCD( 顧客側 )
解像度 1280×800（10.1インチ）、1280×720（5インチ）
タッチスクリーン 静電容量式

OS Windows8.1/10 、Linux 、Android

シリアルポート RS-232（DB9 コネクタ）×2、5/12V 電源
USB ポート USB2.0×4
LAN ポート RJ45×1
キャッシュドロア RJ11×1
NFC ISO/IEC 14443 A/B、15693/18092
サーマルプリンタ
印刷方式 サーマルラインドット印刷方式
ライン毎の合計ドット数 576 ドット
解像度 （幅）８ドット /mm、（高さ）8 ドット /mm
最高印刷速度 200ｍｍ/ｓ
最大印刷幅 72ｍｍ
最大印紙幅 80ｍｍ

構成仕様
電源タイプ 19.5V/6.15A 120W ロック式アダプタ
電源コネクタ DC ジャック
寸法 299（D）×316.2（W)×148.9（H）ｍｍ
重量 約 3.0KG
本体カラー ブラック、ホワイト
冷却ファン ファンレス
信頼性
認証済規格 CE/FCC
振動試験 1.5Grms、IEC 60068-2-64、

ランダム、5 ～500HZ、30分/軸
衝撃試験 10Grms、IEC 60068-2-2、ハーフサイン11ms
動作温度 5°C ～ 40°C
動作湿度 0 ～ 95％ 結露なし
保存温度 -10°C ～ 60°C

用紙カット方式 フルカット & 一点残しカット

32G（デフォルト）/64G（オプション）eMMC

Intel Atom Z3735F 1.33GHz プロセッサーTM


