
「会員カード」と「バーコード」と「パソコン」を使ったご提案です。

「お客様にとって、ここちよいお店」、「あなたのお客さんになりたい！」

そんな「お客様に愛されるお店」を作ります。



あなたのお店が「すてきなお店」であったり、「魅力のあるお店」であれば、

お客様もあなたのお店の「顧客」、「ご常連」であることが自慢です。

「どう、すてきなお店でしょう」お友だちにおすすめしながら、ご自分のセンスの

良さをさりげなく、アピールします。

さらに「お気に入りのお店」なら、お店の方に、ご自分のことに関心を持ってほしい

と思っています。

「いつもご贔屓（ひいき）いただき、ありがとうございます。」という言葉を待っています。

でも、多くのお店では、「商品」や「サービス」にはこだわっていても、「お客様」に

関心を寄せていらっしゃるお店は、多くありません。

残念残念残念残念ですがですがですがですが、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様のののの思思思思いいいい」」」」とととと「「「「おおおお店店店店のののの思思思思いいいい」」」」はははは反比例反比例反比例反比例していますしていますしていますしています。。。。

今、話題の行列ができるドーナッツ店、お客様のクチコミから人気に火がつきました。

でも、行列ができるお店のオーナー様は、お客様のことには関心がありません。

「構（かま）っちゃいられないよ。」と言ったら言い過ぎでしょうか？

やはり、見合った数のお客様でないと、きちんとした対応ができないのかもしれません。

行列のできるお店の泣きどころ（弱点）でしょうか。

あなたのお店が「すてきなお店」であったり、「魅力のあるお店」であれば、

お客様もあなたのお店の「顧客」、「ご常連」であることが自慢です。

「どう、すてきなお店でしょう」お友だちにおすすめしながら、ご自分のセンスの

良さをさりげなく、アピールします。

さらに「お気に入りのお店」なら、お店の方に、ご自分のことに関心を持ってほしい

と思っています。

「いつもご贔屓（ひいき）いただき、ありがとうございます。」という言葉を待っています。

でも、多くのお店では、「商品」や「サービス」にはこだわっていても、「お客様」に

関心を寄せていらっしゃるお店は、多くありません。

残念残念残念残念ですがですがですがですが、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様のののの思思思思いいいい」」」」とととと「「「「おおおお店店店店のののの思思思思いいいい」」」」はははは反比例反比例反比例反比例していますしていますしていますしています。。。。

今、話題の行列ができるドーナッツ店、お客様のクチコミから人気に火がつきました。

でも、行列ができるお店のオーナー様は、お客様のことには関心がありません。

「構（かま）っちゃいられないよ。」と言ったら言い過ぎでしょうか？

やはり、見合った数のお客様でないと、きちんとした対応ができないのかもしれません。

行列のできるお店の泣きどころ（弱点）でしょうか。

2）つぎに、どんな商品を好んでお選びになるのか、

どんなサービスを好まれるのか？ お客様のご利用実績を知ること。

お客様のご利用（ご購入）履歴がわからなければ、適確なアドバイスができませんね。

孫氏の兵法にもあります。「敵を知り、己（おのれ）を知らば、百戦危うからず。」

そこで、考えました。 そして、作りました！

「会員カード」と「パーコード」と「パソコン」を使ったしくみです！

お名前をお聞きするきっかけに、「会員カード」を発行します。

売上をするだけで、コンピューターが「お客様ごとに売上を自動的に集計」します。

お客様の熱い思いに応（こた）えるお店になったら、

きっと、喜んでいただけることでしょう。

1）思いに応えるなら、まずは、お客様に関心を持つこと。

その証（あかし）が、お客様をお名前でお呼びかけすること。

「あなたを大切に思っていますよ。」ということをお客様にお伝えできます。

「鈴木様 いつもありがとうございます。」



「パソコンを『レジスター』として使うシステム」の名前は、「オプシー」と言います。

「「「「バーコードバーコードバーコードバーコード ピッピピッピピッピピッピ」」」」でででで売上売上売上売上をしますをしますをしますをします。。。。 あとはすべてあとはすべてあとはすべてあとはすべて「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」まかせまかせまかせまかせ！！！！

お客様の数が「５,０００人」未満のお店におすすめします。

パソコンを「レジスター」として使います。

専門店様、サービス業様向けのシステムです。

×チェーン店、×大型店、×安売り店

「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは「「「「コミ・レジコミ・レジコミ・レジコミ・レジ」！」！」！」！おおおお客様客様客様客様とのとのとのとのコミコミコミコミュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするレジレジレジレジですですですです。。。。

おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションがとのコミュニケーションがとのコミュニケーションがとのコミュニケーションが「「「「おおおお客様客様客様客様のココロのココロのココロのココロ」」」」をつかみますをつかみますをつかみますをつかみます。。。。

【　実際の操作イメージです。】

「パソコンを『レジスター』として使うシステム」の名前は、「オプシー」と言います。

「「「「バーコードバーコードバーコードバーコード ピッピピッピピッピピッピ」」」」でででで売上売上売上売上をしますをしますをしますをします。。。。 あとはすべてあとはすべてあとはすべてあとはすべて「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」まかせまかせまかせまかせ！！！！

お客様の数が「５,０００人」未満のお店におすすめします。

パソコンを「レジスター」として使います。

専門店様、サービス業様向けのシステムです。

×チェーン店、×大型店、×安売り店

「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは「「「「コミ・レジコミ・レジコミ・レジコミ・レジ」！」！」！」！おおおお客様客様客様客様とのとのとのとのコミコミコミコミュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするュニケーションをサポートするレジレジレジレジですですですです。。。。

■ レシートと領収書には、お客様のお名前がはいります。（会員カード見本）

※会員カードと商品やサービスメニューの「バーコード」を読み取ります。

「バーコード入りの会員証」を使って、売上をします。

おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションがとのコミュニケーションがとのコミュニケーションがとのコミュニケーションが「「「「おおおお客様客様客様客様のココロのココロのココロのココロ」」」」をつかみますをつかみますをつかみますをつかみます。。。。



スーパーで見かけるレジとは、違うの？

3.特別な機器はいりません。

2.お客様ごとに売上を管理します。

1.お客様とおしゃべり（コミュニケーション）

ができるレジシステムです。

オプシーの ３つの特長です。

・・・・コミュニケーションの量がリピーター様の再来店をふやしてくれます。

・・・・どなたが、売上一番のお客様？ ご来店回数の多いお客様は？

売上集計は、「オプシー」が自動処理します。何の操作も要りません。

スーパーで見かけるレジとは、違うの？

3.特別な機器はいりません。

2.お客様ごとに売上を管理します。

1.お客様とおしゃべり（コミュニケーション）

ができるレジシステムです。

オプシーの ３つの特長です。

・・・・コミュニケーションの量がリピーター様の再来店をふやしてくれます。

・・・・どなたが、売上一番のお客様？ ご来店回数の多いお客様は？

売上集計は、「オプシー」が自動処理します。何の操作も要りません。

・・・・できるだけ安価に、簡単に、成果を上げたいものですね。

以下、順次特長をご案内いたします。



　　　　　　　　　　　　　

1.お客様とおしゃべり（コミュニケーション）が

できるパソコンレジシステムです。（コミレジ）

店頭で、「会員カード」を読み取った時の画面です。

お客様のお名前と（前日までの）売上情報がレジの画面に表示されます。

お客様とのおしゃべりのきっかけを作ってくれます。

　　　　　　　　　　　　　

1.お客様とおしゃべり（コミュニケーション）が

できるパソコンレジシステムです。（コミレジ）

店頭で、「会員カード」を読み取った時の画面です。

お客様のお名前と（前日までの）売上情報がレジの画面に表示されます。

お客様とのおしゃべりのきっかけを作ってくれます。

（画面右の）「ご購入履歴」をクリックすれば、

昨日までのご利用明細をみることができます。

お品選びのアドバイスなどを差し上げられたらいいですね。

1.お客様とおしゃべり（コミュニケーション）が （2）

できるパソコンレジシステムです。（コミレジ）



何を 売ったどんな

サービスを

提供

した

一般的なレジシステム（店頭販売管理システム）

モノ・品揃えで勝負

待ちうけ商売

新規客様開拓

何を 売った

どんな

サービスを
提供

した

誰に

誰に

オプシーの世界

ひととのふれあい

働きかけ

既存客様を中心

小規模の

実店舗だけができること

モノの売上に、消費者ニーズが代弁されている

お客様一人ひとりのニーズを直接、聞き取る

2.お客様ごとに売上を管理します。

■「ヒトの管理　VS　モノの管理」　　関心の向け先が違います　■

　　　　1111））））従来従来従来従来のののの売上管理売上管理売上管理売上管理システムではシステムではシステムではシステムでは、「、「、「、「モノのモノのモノのモノの売上売上売上売上」」」」だけでだけでだけでだけで「「「「おおおお客様客様客様客様ごとのごとのごとのごとの売上売上売上売上」」」」をををを管理管理管理管理していませんしていませんしていませんしていません。。。。

　　スーパーやコンビニ、デパートなど、ほとんどのお店で、「あなたのお名前」を聞かれることはありません。

　2）オプシーは専門店様、サービス業様を対象にしたシステムとなっています。

　 「　 「　 「　 「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様とのおしゃべりとのおしゃべりとのおしゃべりとのおしゃべり（（（（コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション））））ができるができるができるができる」」」」システムですシステムですシステムですシステムです。。。。

　　　　まずはまずはまずはまずは、、、、おおおお客様客様客様客様をををを「「「「おおおお名前名前名前名前でおでおでおでお呼呼呼呼びかけすることびかけすることびかけすることびかけすること」」」」からからからから始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう。。。。

　　●　「大型店」様では、お客様との会話はありません。

　　●「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは、、、、おおおお客様客様客様客様おおおお一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの「「「「ココロをつかむココロをつかむココロをつかむココロをつかむ」」」」方法方法方法方法をををを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。

　　　 　　　 　　　 　　　 ◆◆◆◆あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお店店店店のレジはのレジはのレジはのレジは、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様のおのおのおのお名前名前名前名前をををを表示表示表示表示できますかできますかできますかできますか？」？」？」？」

　　　 　　　 　　　 　　　 ◆◆◆◆あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお店店店店にはにはにはには、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様おひとりおひとりおひとりおひとり一人一人一人一人のののの情報情報情報情報」」」」がありますかがありますかがありますかがありますか？　？　？　？　

　　　 「　　　 「　　　 「　　　 「前回前回前回前回のごのごのごのご購入履歴購入履歴購入履歴購入履歴」」」」やややや「「「「ごごごご来店日来店日来店日来店日」」」」などなどなどなど、、、、おおおお客様客様客様客様にににに関心関心関心関心がないおがないおがないおがないお店店店店にはにはにはには無用無用無用無用のものですねのものですねのものですねのものですね。。。。

　　　　　　　　●●●●「「「「ネットショップネットショップネットショップネットショップ」」」」ではできないではできないではできないではできない、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様とのふれあいとのふれあいとのふれあいとのふれあい」」」」をサポートしていますをサポートしていますをサポートしていますをサポートしています。。。。

　3）従来のシステムでは、「モノの売上」、「人気のあるサービス」に関心があります。

　　「　　「　　「　　「売上売上売上売上」」」」におにおにおにお客様客様客様客様のニーズやのニーズやのニーズやのニーズや、、、、指向指向指向指向（（（（嗜好嗜好嗜好嗜好））））がががが反映反映反映反映されているとされているとされているとされていると考考考考えられていますえられていますえられていますえられています。。。。

　　※たくさんのお客様が利用される、（特に）大型店様では、お客様おひとり、一人の指向（嗜好）に
　　　 応えることができません。

何を 売ったどんな

サービスを

提供

した

一般的なレジシステム（店頭販売管理システム）

モノ・品揃えで勝負

待ちうけ商売

新規客様開拓

何を 売った

どんな

サービスを
提供

した

誰に

誰に

オプシーの世界

ひととのふれあい

働きかけ

既存客様を中心

小規模の

実店舗だけができること

モノの売上に、消費者ニーズが代弁されている

お客様一人ひとりのニーズを直接、聞き取る

2.お客様ごとに売上を管理します。



■「おしゃべり（コミュニケーション）」の量を増やしましょう！　■

　小さなお店が繁盛できる一番のポイントは、「お客様とのおしゃべりを増やすこと！」

　大きなお店では、「セルフレジの導入」や「パートタイマーの方」や

　「アルバイトの方」でも仕事ができるような「お店作り」を進めています。

　言ってみれば、「販売の自動化」と「省人化」です。

　逆に、小さなお店ができる差別化が、「お客様とのコミュニケーション」と

　「アフターケア」、「人の手間をかける」売り方です。

　とことん、お客様と心を通わせることができるのも、『小さなお店だからできること。』

　『オプシー』は、店頭の画面以外にも、「お客様のココロをつかむ」方法を

　実践できるようになっています。　

●簡単簡単簡単簡単にににに「ＤＭ」「ＤＭ」「ＤＭ」「ＤＭ」やややや「「「「メールメールメールメール」」」」がががが送送送送れるれるれるれる機能機能機能機能をををを用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。
　　　　毎日毎日毎日毎日「「「「どなたかのどなたかのどなたかのどなたかの誕生日誕生日誕生日誕生日」」」」やややや「「「「記念日記念日記念日記念日」」」」がありがありがありがあり、、、、毎日毎日毎日毎日がががが「「「「特別特別特別特別なななな日日日日」」」」になっていますになっていますになっていますになっています。。。。

　　　　こうしたおこうしたおこうしたおこうしたお客様客様客様客様のアフターケアがのアフターケアがのアフターケアがのアフターケアが簡単簡単簡単簡単にできるようになっていますにできるようになっていますにできるようになっていますにできるようになっています。　。　。　。　

●●●●今今今今までのまでのまでのまでの「「「「セールセールセールセール」」」」ののののＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、ＰＲ、言言言言わばわばわばわば「「「「売売売売りりりり込込込込みのみのみのみのＤＭ」ＤＭ」ＤＭ」ＤＭ」とはとはとはとは違違違違うううう、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様をケアをするをケアをするをケアをするをケアをする」」」」ことをことをことをことを
　　　　　　　　目的目的目的目的とした とした とした とした 「「「「サンキューハガキサンキューハガキサンキューハガキサンキューハガキ」」」」やややや「「「「アフターケアメールアフターケアメールアフターケアメールアフターケアメール」」」」をごをごをごをご提案提案提案提案していますしていますしていますしています。。。。

　　「　　「　　「　　「ケアケアケアケア」」」」・・・お・・・お・・・お・・・お客様客様客様客様をををを「「「「見守見守見守見守りりりり」、「」、「」、「」、「育育育育てるてるてるてる」」」」というというというという意味意味意味意味でででで、「、「、「、「ケアケアケアケア」」」」とととと表現表現表現表現していますしていますしていますしています。。。。

●「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」ではではではでは、、、、接客接客接客接客のののの際際際際のののの「「「「コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション」」」」をサポートできるようをサポートできるようをサポートできるようをサポートできるよう、、、、
　　＜　　＜　　＜　　＜一般一般一般一般のレジのようにのレジのようにのレジのようにのレジのように＞「＞「＞「＞「そのそのそのその場場場場でででで精算精算精算精算」」」」するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、「、「、「、「後精算後精算後精算後精算」」」」できるできるできるできる機能機能機能機能もももも備備備備えていますえていますえていますえています。。。。

　　「後精算」・・・「受付」だけを先にすませて、後で精算できる機能です。

3.特別な機器はいりません。

今今今今、、、、おおおお使使使使いのものでいのものでいのものでいのもので、、、、OKOKOKOKですですですです！！！！ 補充補充補充補充していただくものしていただくものしていただくものしていただくもの

あとはあとはあとはあとは、、、、インターネットにインターネットにインターネットにインターネットに

接続接続接続接続できるできるできるできる環境環境環境環境があればがあればがあればがあれば、、、、

機器機器機器機器のののの準備準備準備準備はははは、、、、完了完了完了完了ですですですです。。。。



パソコンレジ「オプシー」が、「店頭」でできること

バーコードバーコードバーコードバーコード ピッピッピッピッピッピッピッピッ！！！！
会員会員会員会員カードのカードのカードのカードの発行機能発行機能発行機能発行機能もあります

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご来店履歴来店履歴来店履歴来店履歴がががが

店頭店頭店頭店頭のバソコンではのバソコンではのバソコンではのバソコンでは

○○さま ３回目の

ご来店、ありがとう

ございます

「店頭」で インターネットが使える場所なら、どこでも

パソコンレジシステム「オプシー」は、インターネットを活用したシステムです。

①店頭の「売上」データは、 ②インターネット上の専用サーバーに送られます。（保存・バックアップ）

③自動集計され、④お客様ごとに保存されます。 ⑤さらに、ＤＭ発行ができるしくみです。

ネット上に保存されたお客様ごとの

ご利用履歴は、店頭のパソコンから

いつでも閲覧できます。

レシート・領収書は

ハガキサイズ用紙

に、印刷

パソコンレジ「オプシー」が、「インターネットを使って」できること

お得意様

瞬時瞬時瞬時瞬時でででで、、、、完了完了完了完了！！！！売上集計売上集計売上集計売上集計

毎日使毎日使毎日使毎日使えるえるえるえる！！！！販促販促販促販促メニューメニューメニューメニュー
●売上日報

●売上週報

●売上月報

●メールでも

●DMは、

ハガキ・ラベルに

直接印刷。

手書き派の方には

一覧表を作成。

自動保存自動保存自動保存自動保存されるされるされるされる個客履歴個客履歴個客履歴個客履歴

5555つのつのつのつのメニュー

から選ぶだけ！

わずか3333秒秒秒秒でででで

集計完了集計完了集計完了集計完了！！！！

Ｅ-ｍａｉｌ

インターネットのインターネットのインターネットのインターネットの画面画面画面画面からからからから

バーコードバーコードバーコードバーコード ピッピッピッピッピッピッピッピッ！！！！
会員会員会員会員カードのカードのカードのカードの発行機能発行機能発行機能発行機能もあります

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご来店履歴来店履歴来店履歴来店履歴がががが

店頭店頭店頭店頭のバソコンではのバソコンではのバソコンではのバソコンでは

○○さま ３回目の

ご来店、ありがとう

ございます

「店頭」で インターネットが使える場所なら、どこでも

パソコンレジシステム「オプシー」は、インターネットを活用したシステムです。

①店頭の「売上」データは、 ②インターネット上の専用サーバーに送られます。（保存・バックアップ）

③自動集計され、④お客様ごとに保存されます。 ⑤さらに、ＤＭ発行ができるしくみです。

ネット上に保存されたお客様ごとの

ご利用履歴は、店頭のパソコンから

いつでも閲覧できます。

「店頭」で インターネットが使える場所なら、どこでも

レシート・領収書は

ハガキサイズ用紙

に、印刷



　＝＞オプシーは「売上管理」と「顧客管理」が連動しています。

「「「「売上売上売上売上データデータデータデータ」」」」をををを「「「「おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションにとのコミュニケーションにとのコミュニケーションにとのコミュニケーションに活用活用活用活用するシステムするシステムするシステムするシステム」」」」になっていますになっていますになっていますになっています。。。。

　（おもてなしの環）
　　　　　　　　　　　　　

　　（従来のシステム）

　＝　＝　＝　＝≪ ≪ ≪ ≪ オプシーはおオプシーはおオプシーはおオプシーはお客様客様客様客様とのコミュニケーションができるシステムです とのコミュニケーションができるシステムです とのコミュニケーションができるシステムです とのコミュニケーションができるシステムです ≫≫≫≫＝＝＝＝

１）売上は、「バーコード　ピッピ」。　簡単に、正確にできますね　　 ≪売上管理≫
２）売上のデータは、お客様ごとに自動的に保存、集計されます　　≪個客履歴≫

３）売上のデータは、お客様のアフターケアに活用します。　　　　　 ≪宣伝・販促≫ 

　「サンキューハガキ」や「アフターケアメール」など、必要なつどに送ることができる

　「簡単メニュー」が用意されています。　　毎日使える「「「「営業支援営業支援営業支援営業支援」」」」機能です。

　　　※「売上データ」を活用して、さまざまな情報発信（アフターケア）ができます。

４）「前日までの売上」は、店頭でご覧になれます。　　　　　 ≪接客・フォロー・アドバイス≫
　　　売上のデータは、お客様とのおしゃべり「「「「コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション」」」」に活用します。

　 おおおお客様客様客様客様へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ（（（（情報発信情報発信情報発信情報発信））））ができるレジシステムはができるレジシステムはができるレジシステムはができるレジシステムは、「、「、「、「オプシーだけオプシーだけオプシーだけオプシーだけ」」」」ですねですねですねですね。。。。

■「おもてなしの環（わ）」のご提案　■

オプシーと他のレジと違うところです

■「おもてなしの環（わ）」のご提案　■
小さなお店のためのちっちゃなレジシステム「オプシー」は、

　リピーター様の売上アップができる

　　「おもてなしの環」を提案しています。

「「「「おもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなしの環環環環」（」（」（」（わわわわ））））はははは、、、、

　　　「　　　「　　　「　　　「既存客様既存客様既存客様既存客様（（（（リピーターリピーターリピーターリピーター様様様様））））をををを大切大切大切大切にするにするにするにする」」」」しくみのことですしくみのことですしくみのことですしくみのことです。。。。

 「 「 「 「売上売上売上売上データデータデータデータ」」」」をををを「「「「おおおお客様客様客様客様をおもてなしするをおもてなしするをおもてなしするをおもてなしする」」」」ためにためにためにために活用活用活用活用しますしますしますします。。。。

　　※多くのシステムでは、「売上データ」の管理しかできていません。

　◆オプシーの費用は？◆　　※なお、価格は予告なく変わることがございます。

　1）店頭で必要なシステム （表記の金額は税別です。）

　　　　①パソコン　（Ｗｉｎｄｗｏｓ ＸＰ） 　・・・お手持ちのものをお使いください。
　　　　②インクジェットプリンター 　・・・お手持ちのものをお使いください。
　　　　③バーコードリーダー 　・・・弊社でお取扱しています。　（約30,000円）
　　　　　　※バーコードリーダーは、御社様のご手配でも結構です。
　　　　④キャッシュドロワ 　・・・弊社でお取扱しています。　（約25,000円）　任意です。
　　　　　　※キャッシュドロワは、なくても運用ができます。

　2）レンタル費用 19,800円～35,000円/月額 （表記の金額は税別です。）

　　　：費用は、販売店様ごとに異なります。　コンサルタントなどの支援業務等を含む場合がございます。

　　　 また、レンタル費用には、以下のものが含まれています。

　　　　●ソフト利用料　　●サーバー利用料　　●データ保管、保守費用

　　=>くわしいご説明は、 http://www.eworks-jp.com/present/server2.pdfhttp://www.eworks-jp.com/present/server2.pdfhttp://www.eworks-jp.com/present/server2.pdfhttp://www.eworks-jp.com/present/server2.pdf

「レンタル方式」ですので、システムの導入費用、運用費用が安価です。

思いついたときが、導入のタイミングです。

オプシーと他のレジと違うところです



[ 一般のお店 ] [ オプシーのお店 ]

「あなたのお客さんになりたい！」

そんなお店づくりを応援します。

は、 「コミ・レジ」！

お客様とのコミュニケーションがお客様のココロをつかみます。

「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは「「「「コミ・レジコミ・レジコミ・レジコミ・レジ」！」！」！」！ おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートしますしますしますします。。。。

「お客様に愛されるお店」を作ります。

おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジです。。。。

 --------------------------------------------------------------

        パソコンレジ　「オプシー」のご紹介は、

     　　　　　　　　　　　すべてビデオでご覧いただけます。 

http://www.lightstaff.jp/op-demo/opssy-demo.htm　 

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------
　      なお、商品のご案内は、こちらのサイトです。

http://www.lightstaff.co.jp/content/opssy.html　 
 --------------------------------------------------------------
　              

◆製品のお問合わせ先は、こちらです。        　support@lightstaff.co.jp

◆詳細は、「オプシー」をご紹介をいただきました販売店様まで、おたずねください。

「あなたのお客さんになりたい！」

そんなお店づくりを応援します。

は、 「コミ・レジ」！

お客様とのコミュニケーションがお客様のココロをつかみます。

「「「「オプシーオプシーオプシーオプシー」」」」はははは「「「「コミ・レジコミ・レジコミ・レジコミ・レジ」！」！」！」！ おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートとのコミュニケーションをサポートしますしますしますします。。。。

「お客様に愛されるお店」を作ります。

おおおお客様客様客様客様とのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジですとのコミュニケーションができるレジです。。。。


