
SR-S4000 / SR-C550
SR-S200 / SR-G3

レジは、「キャッシュレス」で選ぶ時代へ。

飲食店経営に役立つ多彩な情報をカシオWEBサイト「HANJO TOWN」でご提供。
課題やお悩みの解決に、最新情報やヒントを満載。ぜひ一度ご覧ください。

飲食店経営の最新情報やヒントが満載！ 今すぐアクセス！

tenpo.casio.jp

仕 様

客用表示

ディスプレイ

プリンター

オペレーター表示

印字方式

印字速度

記録紙

給紙方式

COMポート

SD/SDHCカードスロット　

ストロークキー
2キーロールオーバー

タッチキー＋ストロークキー
2キーロールオーバー

　2シート サーマルプリンター 1シート サーマルプリンター

最大20行/秒

5,000 2,500 600

幅58mm・外径80mm以下のサーマル（感熱）紙
TRP-5880-TW/1箱（20個入）：￥7,700（税込）、TPR-5880H-TW/ 1箱（20個入）：￥11,000（税込）
TRP-5880×5/1箱（5個入）：￥1,540（税込）、TPR-5880H×5/ 1箱（5個入）：￥2,750（税込）

ドロップイン方式

紙幣3種　硬貨6種（コイントレイ取外し可）　ドロアーロック錠付き

1

単3アルカリ乾電池×2本（別売）使用、記憶保持：約1年、電池寿命：約1年　1年ごとに交換のこと

Bluetooth® Low Energy無線通信　

インター
フェース

ドロアー

メモリー保護

電源

消費電力

外形寸法（幅×奥行×高さ）

質量

型式

キーボード

漢字レシート/横型領収書発行

部門数

PLU

別売品

6行×半角26桁表示（全角13桁表示）
バックライト付液晶　チルト機構

2行表示［１行×20桁、1行×10桁（数字のみ）］
バックライト付液晶　収納式回転機構

約5.5kg 約3.5kg

動作時最大約6W

約330×360×205mm（チルト最大、突起部を含まず） 約326×345×167mm

AＣ100V±10V　50/60Hz

電子店名スタンプ SDメモリーカード （店名ロゴ・領収書ロゴ）〈SR-G3を除く〉、SDカード

2

◯

20 4 10 4

SR-S4000-20SWE/BK SR-C550-4SWE/BK SR-S200-WE/BK SR-G3-WE/BK/RD

ストロークキー 2キーロールオーバー

1行×数字8桁表示

1行×8桁表示

最大10行/秒 最大5行/秒

一

一

一

一

AC100V　50/60Hz

WE（ホワイト） WE（ホワイト）WE（ホワイト）WE（ホワイト）

BK（ブラック）

2行×数字10桁表示
※1行は文字の表示が可能

（半角最大20文字/全角最大10文字）
バックライト付液晶

動作時最大約5W動作時最大約5.5W

H5200366　BS2301-0000000

BK（ブラック） BK（ブラック） BK（ブラック） RD（レッド）

0120-004010
携帯電話からもご利用いただけます。

●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。また、液晶画面・レシート出力例はイメージです。　●この印刷物で使用している写真、文言等のインター
ネットなどへの無断転載はお断りいたします。　●キャッシュレス決済サービスは株式会社CXDネクストが提供するサービスです。　●本商品は（ソフトウェアを含む）国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っ
ておりません。　●ＱＲコードはデンソーウェーブの登録商標です。●「Bluetooth」は、米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。　●記載された社名及び商品名は、各社の登録商標または商標です。。　●キャッシュレス決済サービ
スのお申し込みにあたっては、所定の加盟店審査が必要となります。　●キャッシュレス決済サービスをご利用いただくには株式会社CXDネクストへのお申込みが必要です。◎キャッレス決済サービスをご利用いただくには別途指定カード
会社との加盟店契約手続きが必要です。加盟店審査の結果、サービスをご利用いただけない場合がございます。　●このカタログの内容は2023年1月現在のものです。　　　　　



■ダッシュボード
今月や今日の店舗の売上
関連情報（売上状況、客数、
客単価、売上ランキング）を
まとめて表示。過去の実績
との比較や当月の着地予想

額が把握できます。
※SR-S200/SR-G3は組数、組単価を
客数、客単価として表示。

■顧客/予約台帳
台帳に顧客の基本情報や好みなどの付帯情報
を始め、来店回数や最終来店日を入力すること
ができます。また、予約台帳に受け付けた予約
情報（日時や人数など）を登録しておくことで、
リピーター客獲得に向けた施策を考えるのに
役立ちます。

■傾向レポート
月別の収入（売上）と支出
（仕入）、粗利の推移が
一目でわかる収支グラフを
始め、売上、客数、客単価
などの多彩レポートを用意。
支出の登録も、スマート
フォンを使って直感的に
操作できます。

■ランキングレポート
商品別、部門別、担当者別の金額・
件数を、期間別に実績上位のもの
から順に表示します。貢献度が高い
ものは何なのか、実態を把握する
のに役立ちます。
※SR-G3は商品別、担当者別の表示はできません。

■データ出力
売上データをCSVファイルで出力
できます。

iOSアプリ内課金、Androidアプリ内課金によりお支払いいただけます。月額料金2,200円（税込）
※クレジットによるお支払い（月額料金2,178円（税込））もお選びいただけます。

（無料アプリ） （有料サービス）

〈レジ＋スマホ＝売上アップ！〉

さらに、Bluetooth®でスマートフォンと連携。
カンタン操作で店舗運営をサポートします。
レジとスマートフォンが、Bluetooth®でつながるブルレジ。

いつものスマホと無料スマートフォンアプリ「CASIO ECR＋」で、いつでも売上を確認、レジ設定も簡単に可能。

さらに「CASIO ECR＋Premium」が、儲かるための経営管理もサポートします

主要なクレジットカード＆電子マネーをフルカバー

クレジット
カード

電子マネー

お客様のニーズにあわせて
多彩な決済方法に対応。
さらに現金の受け渡しが減り、
衛生面でも安心が広がるうえ、
ブルレジなら価格の2度打ちもなく、
スピーディな会計業務を実現。
お店にも、お客様にも、
大きなメリットをお届けします。
※キャッシュレス端末単独での導入も可能です。

ブルレジと
キャッシュレス端末が連動。
クレジット、電子マネー、
QRコード決済へスムーズに対応。

キャッシュレス決済サービスの
お申し込み、お問い合わせはこちらへ！
キャッシュレス決済サービスの
お申し込み、お問い合わせはこちらへ！

QRコードリーダー

電子決済端末

V200c

QRコード

1台で多彩なQRコード決済に対応
対応決済ブランド順次拡大中。

クレジットカードはタッチ決済に対応。暗証番号入力も不要で安心・スピーディです。

※決済ブランドは契約内容により異なります。

※「PiTaPa」はご利用いただけません。 ※決済ブランドは契約内容により異なります。



ブラック
SR-S4000-20SBK

ホワイト
SR-S4000-20SWE

ブラック
SR-C550-4SBK

ホワイト
SR-C550-4SWE

さまざまな店舗に対応の先進モデル。

ドロップイン方式
2シートサーマルプリンター

ドロアー/本体一体型

飲食店向けの先進モデル。

ドロップイン方式
1シートサーマルプリンター

ドロアー/本体一体型

ホワイト
SR-G3-WE

ブラック
SR-G3-BK

レッド
SR-G3-RD

ブラック
SR-S200-BK

●スマホやPCで売上や収支などを確認・分析

●単品ごとの売上管理に便利な600PLU

●店舗イメージで選べる多彩な5カラー

●スマートフォンで売上や収支などを確認・分析

●静音で美しい印字が可能なサーマルプリンター

●レジまわりがスッキリする多目的トレイ

●スマホやPCで売上や収支などを確認・分析

●営業記録も出力できる2シートサーマルプリンター

●単品ごとの売上管理に便利な5,000PLU

●スマホやPCで売上や収支などを確認・分析

●単品ごとの売上管理に便利な2,500PLU

●2行表示で見やすいお客様用液晶
※SR-G3は電子店名スタンプには対応して
　おりません。

※RD（レッド）/GD（ゴールド）/SR（シルバー）はキャッシュレス決済端末連動非対応です。

20部門/5,000PLU/小型ドロアー 4部門/2,500PLU/小型ドロアー

軽減税率対応軽減税率対応

SR-S4000-20S SR-C550-4S

幅広く活躍するスタンダードモデル。 基本機能を重視したバリューモデル。

ドロップイン方式
1シートサーマルプリンター

ドロアー/本体一体型

10部門/600PLU/小型ドロアー

SR-S200

ドロップイン方式
1シートサーマルプリンター

ドロアー/本体一体型

4部門/小型ドロアー

SR-G3

チルト機構付き
6行表示大型液晶
入力時に確認しやすい、高精細の青色
ディスプレイ搭載。会計時の入力・確認
作業をスムーズに。見やすさ・使いやすさを
徹底追求しました。

SDカードでレジデータを
バックアップ
レジに蓄積されたデータをSDカードに
バックアップ。PCツールを活用すれば、
レジの設定や売上の管理も可能。

POPアップ式
お客様用ディスプレイ
見やすい青色お客様用ディスプレイ搭載。
商品の取り違いなどを防ぎ、お店の
信頼度を高めます。

高速プリンター搭載
20行/秒の高速印字が可能なプリン
ターを搭載。混雑時でもお客様を
お待たせしません。

チルト機構付き
6行表示大型液晶
入力時に確認しやすい、高精細の青色
ディスプレイ搭載。会計時の入力・確認
作業をスムーズに。見やすさ・使い
やすさを徹底追求しました。

SDカードでレジデータを
バックアップ
レジに蓄積されたデータをSDカードに
バックアップ。PCツールを活用すれば、
レジの設定や売上の管理も可能。

SDカードでレジデータを
バックアップ
レジに蓄積されたデータをSDカードに
バックアップ。PCツールを活用すれば、
レジの設定や売上の管理も可能。

ドロアー
前面に硬貨6種と奥には紙幣3種を
収納。使いやすさと省スペースを両立
した設計です。

漢字表示が可能な
見やすいバックライト液晶
漢字・ひらがな・カタカナ表示に対応した、
バックライト付き2段式大型液晶を
採用。照明を落とした店内でも優れた
視認性を確保できます。

POPアップ式
お客様用ディスプレイ
見やすい青色お客様用ディスプレイ搭載。
商品の取り違いなどを防ぎ、お店の
信頼度を高めます。

高速プリンター搭載
20行/秒の高速印字が可能なプリン
ターを搭載。混雑時でもお客様を
お待たせしません。

お客様用ディスプレイ
本体背面にお客様用ディスプレイを
搭載。明朗な会計・トラブル防止などに
貢献します。

多目的トレイ
便利に使えて、レジまわりをすっきり
整理。業務改善に貢献します。

計算に便利な電卓機能
ワンタッチでレジスターが電卓に
早変わり。登録途中でも計算できますので、
レジスターまわりの計算作業に便利です。

［幅広く使えるストロークキー］
お店の業種や規模を問わず幅広く
使える、確かな機能性のストロークキー。

［飲食店に便利なタッチキー］
1メニュー＝1ボタンの登録・操作が可能。
メニューが豊富な飲食店でもスムーズな
会計を実現。

SR-C550-4S

SR-G3
レジ設定のみ
5行（半角カタカナ/
英数字のみ）

SR-S200

SR-S4000-20S

客用表示器

回転

回転

固定

固定 3.5167

5.5205 309

167326×345

326×345

3.5

205 5.5309

×

■製品比較表
プロモーションムービーで
魅力を体験してください。

■ブルレジと連動。キャッシュレス決済端末
スムーズに使えるうえ、各社のキャンペーンなどでも
注目を集めるキャッシュレス決済をまとめてカバー。

■魅力を体感。プロモーションムービー公開中

軽減税率対応 軽減税率対応

ホワイト
SR-S200-WE

※SR-G3/SR-S200でキャッシュレス決済サービスの導入を
　ご検討のお客様は下記へお問い合わせください。
CXDネクストインフォメーションセンター
0570-031224 （ナビダイヤル）
携帯電話・PHSでもご利用いただけます。
受付時間：月曜日～土曜日 AM9：00～PM5：30
　　　　 （日・祝日・指定休業日は除く）

■オプション

タッチキーカバー
防水カバー

　  
ハンドスキャナー　　

¥1,650（税込）

¥1,650（税込）

¥1,650（税込）

¥1,100（税込）

¥1,100（税込）

¥55,000（税込）商品のバーコードをスキャンするだけで、商品名や価格を効率的に登録できます。

WT-96（SR-C550）

WT-94（SR-S4000）

WT-95（SR-C550） 

WT-93（SR-S200）

WT-92（SR-G3）

HHS-19

型　番 価　格製 品 名




