医療現場向けPOS総合ソリューション

スマイルキャロット®
スマイルキャロットは、株式会社シオンが提供する医療施設における
売店運営・お⼩遣い管理に特化したPOS総合ソリューションです。

病院内でこんなことに困っていませんか？
医療施設における売店運営に特化した
スマイルキャロット®におまかせください。
病室に現⾦を置かれると
トラブルになってしまう
ので困る…

患者さんごとに
医療費控除対象の購⼊
額を集計してあげたい

あれ？
この患者さんに
⽢いものを売って
いいんだっけ？

p 顧客管理をPOSレジで実現
p スマートで安全・安⼼な
キャッシュレス決済が可能

医事課の
お⼩遣い管理と
連携したい
ご家族から
購⼊した商品の
明細を求められて
困った…

p 医療施設で求められる機能を
多数搭載

こちらの患者さん、
調⼦悪そう…
どのケースワーカーさんに
連絡すればいい？
職員さんには
常に割引したい

売店に来られない
病棟へ出向いて
販売をしたい

スマイルキャロット®の導⼊イメージ
売店

①⼊退院情報

・商品の販売/管理
・顧客管理
・⼊荷/発注

③販売情報

売店レジ①

売店レジ②

店舗管理PC

病院事務所
・顧客情報管理
・⼊出⾦管理

医事PC

利⽤明細をすぐに
出⼒できる！

医療⽤
システム

お⼩遣い管理
システム

⼊⾦

訪問販売・ワゴン

ハンディ
ターミナル

②商品の購⼊
(現⾦or売掛)

顧客カード

現⾦を持ち歩くことなく
院内での買い物ができる！

・商品バーコード利⽤
・売掛販売
利⽤客(患者/職員)

Sion Co.,Ltd. © 2020

病院内売店など特殊な状況に対応

POSレジシステム

病院内で運営している店舗には、⼀般の路⾯店舗とは違った機能が必要となります。
さらに病院の種類によっては、患者様の状況に応じて特別な配慮が必要なケースもあります。
そんな特殊な状況に対応することができる、便利な機能を搭載したレジアプリケーションです。

販売（現⾦・売掛）
販売（独⾃⾦券）
商品⼀括登録

販売（クレジットカード）
バラ売り

顧客管理

発注・⼊荷

棚卸

勤怠・タイムカード

p 全国600施設以上の病院売店への導⼊実績

*2020年9⽉現在

p 軽減税率対応

機能1：顧客メモ機能・担当者登録
① 顧客ごとに販売時の注意事項を登録できます。
② 販売時に顧客IDを⼊⼒すると販売画⾯に注意事項が表⽰されます。
③ 顧客ごとに担当者としてケースワーカーなどを登録できますので、
問題発⽣時に誰に連絡すればよいか迷いません。

機能2：キャッシュレス・明細印刷

① 顧客登録するだけで売掛販売ができます。
② 顧客ごとの売掛限度額の設定も可能です。
③ 請求書、請求明細書の印刷もできます。
※印刷には別途プリンタが必要です。
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スマイルキャロット ®

POSレジシステム

機能3：⾃動割引機能

① 登録顧客への販売時に⾃動で割引する設定も可能です。
② 顧客情報を使⽤してお誕⽣⽇割引などの設定も可能です。
⾃動適応設定で
スタッフ負担も軽減

機能4：3段階の商品分類

① 商品は、⼤、中、⼩と3段階の分類が可能です。
② 顧客の販売実績から医療費控除の購⼊分を集計できます。
⼤分類

中分類

飲料

嗜好飲料

コーヒー

炭酸飲料

コーラ

医療・介護

⼩分類
紅茶

茶・烏⿓茶

⽔

サイダー

果汁⼊

その他

機能性飲料

スポーツドリンク

医療材料他

医療材料

紙オムツ

パット

介護⽤品

杖

乳飲料

健康ドリンク

その他
シート

介護⽤品

テープ

カバー

リハビリ

その他

※表は分類の⼀部

機能5：店舗規模に応じた機器レイアウト

① 店舗規模に応じてPOSレジを複数配置することが
可能です。
② ハンディターミナルとポケットプリンタを利⽤
すれば、商品をワゴンに載せて病棟に出向いて
販売（売掛も含む）が可能です。

スマイルキャロットシリーズ POSレジシステム NS-308 システム要件
●推奨動作環境 OS : Windows 10 IoT Enterprise / メモリ : 4GB以上 / ストレージ : 20GB以上
カスタマーディスプレイ : 対応 / レシートプリンタ : 58mm推奨
●動作実績

東芝テック株式会社 WILLPOS-Mini QT-200, 富⼠通フロンテック株式会社 TeamPoS7000 Mシリーズ
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⼊院患者向けお⼩遣い管理システム

832006

お⼩遣い管理システム
患者様のお⼩遣い⼊出⾦管理やご利⽤状況の確認、請求書の発⾏などの⽀援を⾏うシステムです。
お⼩遣い管理システム単体でもお使いいただけますが、売店POSレジシステムと
データ連携させることで、より⾼い利便性と詳細な情報を共有することが可能になります。

顧客管理

⼊出⾦管理

各種帳票

データ連携

p ⾦銭トラブルを未然に回避
p 医事システムとのデータ連携に対応
p 病院内のキャッシュレスシステムを構築可*
*POSレジシステムとの連携が必要

⼊出⾦登録画⾯

患者への⼊出⾦登録をするための画⾯です。
1件ずつ⼊⼒する⽅法の他に、インポート機能を使った⼀括⼊⼒が可能です。
インポートボタン：
別途作成したCSVファイルを取込ませることで⼀
括⼊出⾦登録できます。⼤量登録や繰返し登録
をする場合に、⼿作業での打ち込みにかかる作
業負担を軽減できます。

⼊⼒内容保持機能：
□マークのついている項⽬は、前回の値を保持し
ておくことが可能です。同じ⼊⼒項⽬を連続して
登録する場合に便利です。

検索機能：
⼊出⾦項⽬と顧客名は▽マークを押すと
検索することが可能です。

⼊出⾦項⽬は病院の運⽤に合わせて
⾃由に登録することが可能です。

便利な⼊⼒⽅法

① 指定期間内の⼊院⽇数を⾃動集計し、その⽇数を利⽤した⼊出⾦登録が可能です。
管理費など⽉末に⼀括登録する際など便利にお使いいただけます。
② ⼊出⾦登録の履歴を再利⽤して、新しい登録に利⽤することが可能です。
消耗品費など定期的に登録が発⽣するケースで便利にお使いいただけます。
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スマイルキャロット ®

お⼩遣い管理システム
スムーズな利⽤明細確認

① 各種帳票はPDF形式とCSV形式でデータ出⼒可能です。
832006

PDF形式のデータは、プリンタでの印刷のほか電⼦データを
そのまま記録⽤に保管しておくことができます。
CSV形式のデータは、確認や他社システムとの連携など様々な
⽤途にお使いいただけます。

② 売店のPOSレジシステムと連携することで、売店での
購⼊明細をすぐに確認できます。

サービス形態

お⼩遣い管理システムはブラウザから利⽤するサービスです。
お⼩遣い管理システムサーバとして1台パソコンを設定することで、複数台のパソコンから同時にご利⽤いただけるように
構築することも可能ですので、すべての作業パソコンに専⽤アプリケーションをインストールする⼿間はかかりません。

スマイルキャロットシリーズ お⼩遣い管理システム システム要件
●推奨動作環境

サーバOS : Windows 10 (32bit/64bit) / CPU : Intel Core i3以降 / メモリ : 4GB以上 / ソフトウェア : Java 8, DB PostgreSQL 9.6
クライアントOS : Windows 10 (32bit/64bit) / CPU : Intel Core i3以降 / メモリ : 4GB以上
ブラウザ : Google Chrome, Microsoft Edge / PDFファイル閲覧 : Adobe Acrobat Reader

受託開発

複数店舗の運営を⽀援する店舗管理者向けシステム

店舗管理システム
⻑年のPOSレジアプリケーション開発、業務システムの
提供で蓄積してきた株式会社シオンのノウハウで、売店
運営を⽀援する統合的な業務システムを開発いたします。
商品情報の⼀⻫登録・変更、各種外部システムとの連携
や、発注データ、EOS発注データの運⽤管理など様々な販売
業務⽀援機能を開発し、数百店舗を超える店舗管理システ
ムを提供してきた実績がございます。

スマイルキャロット®についてのお問い合わせ先

株式会社シオン

営業部 POSレジソリューションチーム

〒158-0097

東京都世⽥⾕区⽤賀4 ‒ 10 ‒ 3 世⽥⾕ビジネススクエア ヒルズ2
TEL : 03-3709-3264 FAX : 03-3709-3265 URL : https://www.sion.co.jp

スマイルキャロットは、株式会社シオンの登録商標です。
本カタログに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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