2014 年 3 月 5 日
株式会社リクルートライフスタイル
Square 株式会社
リクルートライフスタイルの「Air レジ」と「Square」が連携
誰でも使えるクレジットカード対応の POS レジで店舗経営支援を３月下旬より開始

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長: 北村吉弘、以下：
リクルートライフスタイル）と、モバイル決済の Square 株式会社（本社 ： 米国カリフォルニア州、
同 CEO ： ジャック・ドーシー、カタカナ表記：スクエア）は、2014 年 3 月下旬 から、無料 POS
レジアプリ「Air レジ」（ http://airregi.jp/）とモバイル決済サービス「Square レジ」（※1）を
連携し、スマートフォンやタブレット（※2）でテーブルごとの注文入力からクレジットカードによ
る会計、売上管理まで、誰でも簡単に利用できる POS レジサービスを提供します。
これに先立ち、本日から、下記の特設サイトで事前登録を開始いたします。

http://airregi.jp/partner/square
スマートフォンやタブレット端末に無料のクレジットカードリーダー「Square リーダー」を取り
付け、アプリ「Air レジ」と「Square レジ」を 3 セットで連携利用することで、小売業、飲食業、各
種サービス業に必須のレジ業務に必要な機能が一通り揃った POS レジとしてご利用いただけます。注
文の入力までは「Air レジ」で行い、会計時にお支払い方法として「Square」を選択すれば自動的に
支払い金額があらかじめ入力された Square レジの決済画面が表示されるなど、まるで一つのサービ
スかのようにシームレスにつながっているため、IT に苦手意識のある方でも簡単にご利用いただけ
ます。スマートフォンやタブレットさえあれば初期費用と月額利用料はかからず、クレジットカード
決済時の加盟店手数料 3.25%のみで、テーブルごとの注文入力から席の管理、お会計、売上管理まで
無料でご利用頂けます。
一般的に、席管理や注文入力までできる高機能な POS レジは費用が高く、また、クレジットカード
決済は初期費用のほか 4~7%の加盟店手数料が発生すると言われており、売上規模が小さい個人およ
び小規模のお店では大きな負担となっているのが現状です。リクルートライフスタイルと Square は、
事業規模に関わらず誰でも簡単に安心して利用できるクレジットカード決済対応の POS レジを提供し、
地域に根ざした商売とその経済の発展をサポートします。
※1「Air レジ」と「Square レジ」は、App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
※2 ご利用いただけるのは、iPhone、 iPad、 Android 端末です。一部ご利用いただけない Android
端末があります。対応端末の詳細は次のホームページにてご確認ください。
https://squareup.com/help/ja-jp/article/3887-square

■Air レジについて
「Air レジ」は、小売業、飲食業、各種サービス業に必須のレジ業務がスマートフォンやタブレッ
トで行える無料の POS レジアプリです。2013 年 11 月 19 日にサービス提供を開始し、3 カ月で、Air
レジ利用に必要なアカウント数が、3 万を突破しました。従来型のレジシステムは高機能化・高額化
が進んでおり、導入費用がかさむ傾向にあります。そこで、お店のコスト軽減、業務負荷の軽減を実
現する本サービスを無料で提供します。グルメ・クーポン情報サイト「ホットペッパーグルメ」やリ
クルートポイントのポイントアプリ「Air ウォレット」など、リクルートライフスタイルが運営する
サービスとも連携し、お店の集客面でのサポートも開始しています（※）。今後も、会計面等、随時
便利な機能を拡充していく予定です。
（※）ホットペッパーグルメの場合
①2014 年 3 月末までに飲食店 2 万店舗に「iPad Air」を導入し、お店のインフラ環境から支援 ②
「ホットペッパーグルメ」はネット予約で年間 1,000 万超え送客の実績（※2013 年 1 月～12 月）を
誇り、集客を支援 ③飲食店向け機能開発と支援体制を拡充。100 名超の開発要員と 200 名の専任導
入支援スタッフを全国に配置
■Air レジの機能について
● カスタマイズ:商品、割引メニュー、決済方法、レシート、テーブル情報は簡単カスタマイズ
●
●

席の管理（設定した場合）:お客様の人数、空いている座席、席ごとのタイマーを簡単に管理
注文入力:店舗内の複数の iPad、iPhone などから入力が可能。操作は、端末の画面をタッチ
するだけ

●

会計:お客様から受取った金額を入力してさっとスライド。割引メニューや支払方法なども自
由に設定
売上管理:レジで受けた情報はリアルタイムにクラウドサーバに連携され、売上額などお店の
状況を PC・スマホからリアルタイムに確認。日次・月次での集計も可能

●
●

周辺機器接続：レシートプリンタ、キャッシュドロワーを接続でき、Air レジサイトから購入
可能

■Square レジの特長
●
●

簡単なオンライン登録で、最短で登録当日からカード決済が可能
費用は、業種や事業規模に関らず、カード決済金額の 3.25%となる加盟店手数料のみ（登録

●

費用、固定費などは一切なし）
カード決済代金は、みずほ銀行と三井住友銀行であれば翌営業日に、その他の銀行であって
も一週間に一度振り込み（振り込み手数料は無料）

●
●

法人に限らず、個人でも利用可能
イベントなど屋外でも利用可能（インターネット環境が必要です）

■Square について
Square のミッションは、あらゆる人が簡単に商売できるようにすることです。 Square は、個人商店
でも導入しやすいクレジットカード決済システムと売上が一目で分かる POS レジを、シンプルな無料
のアプリとクレジットカードリーダーで実現し、事業の立ち上げや運営、売上アップをサポートしま
す。Square が始めた iPhone、iPad、Android 端末で利用できる無料のクレジットカードリーダーは、
事業者に透明性のある一律の低い料率でいつでもどこでもクレジットカード決済できる環境をもたら
しました。Square, Inc.は、2009 年に設立、本社をサンフランシスコに構え、現在米国とカナダ、
日本でサービス提供しています。Square, Inc および Square 株式会社の詳細は、squareup.com/jp
をご覧ください。

【本件に関する問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press/

＜ご参考＞
□今回β版の試験導入にご協力いただいた 2 店舗から以下のコメントをいただいています。

the smoke kitchen（ザスモークキッチン） マネージャー 中西淳史 様
「もともと Air レジと Square をセットで使っていたのですが、今回二つがつながったこと
で会計がよりスムーズになり、お客様をお待たせする時間が短くなりました。テーブルの会
計金額が Air レジから Square に自動で連携されるので誤入力の心配もなくなりました。使
い方も簡単で、スタッフもすぐに使いこなせるようになり、重宝しています」
xocol（ショコル） オーナー 君島香奈子 様
「クレジットカード決済は以前から導入したいと考えていましたが、導入の手続きが複雑で
日々の店舗の営業が忙しいこともあり、そのままになっていました。Air レジは以前から導
入していて、今回 Air レジと Square が連携することで xocol でも簡単にクレジットカード
決済に対応できるようになり、大変助かりました」

□利用手順について
STEP1 「Air レジ」のアカウント作成
Air レジサイトでメールアドレスを入力してアカウント作成をします。
STEP2

「Air レジ」のアプリをダウンロード

App Store もしくは Google play からアプリを無料でダウンロードして、作成したアカウントとパス
ワードを入力して「Air レジ」アプリにログインします。
STEP3

レジの利用設定

商品情報と座席の設定をすれば、設定は完了です。また、周辺機器はレシートプリンタとキャッシャ
ーの接続が可能です。詳細は周辺機器をご確認ください。
STEP4

「Square」のアカウント作成

Square のウェブサイトでメールアドレスを入力してアカウント作成をします。早ければ申し込み当
日からクレジットカード決済が可能です。
STEP5

「Square レジ」のアプリのダウンロードと Square リーダーの申し込み

App Store もしくは Google play からアプリを無料でダウンロードして、作成したアカウントとパス
ワードを入力して「Square レジ」アプリにログインします。Square リーダーをお持ちでない方は、
Square サイトで申し込みます。
STEP6 Air レジアカウントと Square アカウントの連携
「Air レジ」の設定画面から、Air レジカウントと Square アカウントを紐づける設定を行ってくださ
い。
STEP7 Air レジにて Square を利用しクレジットカード決済
注文の入力までは「Air レジ」で行い、会計時にお支払い方法として「Square」を選択。支払い金額
が表示された Square レジの画面で、クレジットカードをスワイプし、お客様に端末の画面上に指で
サインをしてもらう。
まるで一つのサービスかのようにシームレスにつながっているため、IT に苦手意識のある方でも簡
単にご利用いただけます。
既に Air レジをご利用の方は、STEP1～3 は不要です。既に Square をご利用の方は、STEP4～5 は
不要です。

