Square 導入資料
ビジネスが楽しくなる、Squareの決済。
カード決済できるのは当たり前。Squareは毎日の決済をよりシンプルにすることで、
商いを通じて夢を追うあなたを支えます。
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Square Reader
オススメしたい方

かんたんにカード決済対応をしたい方、
初期費用をなるべく抑えたい方、
カードリーダーを持ち運びたい方
Square Reader 価格：7,980円（税込）

セット内容: Square Reader （ICチップ付きクレジットカード用と磁気テープのみのクレジットカード用の2種類が同梱されています）
商品説明: ICチップ付きクレジットカードおよび磁気テープのみのクレジットカードの決済に対応

カード決済の最もシンプルなカタチ
初期費用を抑えてすぐに導入できる

シンプルで使いやすい操作性

どこにでも持ち運びができる利便性

スマホやタブレットさえあれば、業界最安値の

使いやすさを重視したシンプルなデザイン

Bluetoothで接続するコンパクトで軽いカード

カードリーダーで初期費用を大幅に抑えて、

なので、電子機器に詳しくない方でもかん

リーダーです。お持ちのスマホやタブレットに

カード決済を導入が可能。審査に通過すれば、

たんに操作できます。設定も数分で完了でき、 ワイヤレスで接続でき、場所を選ばずに決済が

最短即日から利用開始できます。

あっという間に決済に対応することができます。できます。また、バッテリーの持ちもよく一日
中充電なしでも問題なく決済に対応できます。

Square Stand
オススメしたい方
デザインにこだわりのある方、
すぐにかんたんにカード決済対応をしたい方
Square Stand 価格：32,980円（税込）
セット内容: Square Stand, Square Reader, 専用ドック（iPadはセット内容に含まれません）
商品説明: ICチップ付きクレジットカードおよび磁気テープのみのクレジットカードの決済に対応

POSレジの決定版
スタイリッシュなデザイン

決済周りの業務を全てこれ１つで

対応端末

コンパクトで、どこよりもシンプルなレジ

クレジットカード決済に加え、Squareの

iPad(第6世代 2018), iPad(第5世代 2017),

です。使いやすさを追求したデザインで

無料POSレジアプリでいつでも日々の売上

iPad pro 9.7, iPad Air2, iPad Air*¹。

どんなビジネスにもフィットします。

や在庫状況を確認可能。豊富な機能であなた

※1 iPad Air 2019は非対応。

のビジネスの成長をサポートします。
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Squareでかかる費用について
Squareの料金体系はとてもシンプルです。月々の固定費や振込手数料はかかりません*¹。アカウント維持費もありませんので、
通常の店舗やオフィス内での利用だけでなく、屋外のイベント・催事など、必要な時だけ利用することもできます。

カード決済手数料（機能別一覧）
クレジットカード決済手数料は、利用する機能やカードブランドによって異なりますが、全ての加盟店において一律です。

ページ数

P5

3.25%

3.95%

3.25%

3.95%

3.75%

3.95%

3.75%

3.95%

カードリーダーによる決済

3.75%

P5
カード情報手入力による決済

P6
Square請求書

P6

P11

保存済みカード情報による決済

自動継続課金

P6
ブラウザ決済

P14
eコマースAPI

3.75%

3.60%

※1 従業員機能のみ有料 1名につき ￥400/ 月
注意：JCB・Diners Club・Discoverカードのお取り扱いは、Squareアカウントを登録後、別途株式会社ジェーシービーによる審査が必要です。審査結果によっては
カード決済サービスまたは一部カードブランドでの決済をご利用いただけない場合があります。
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ビジネスが楽しくなる、
Squareの決済。
どこよりも早く、かんたんに導入できる
カード決済をすべての事業者に
Squareは、商売の立ち上げから事業の成長まで事業者を
サポートするツールを開発しています。クレジットカード
決済をはじめ、オンライン・オフラインを問わずさまざまな
ビジネスシーンをサポートします。

Squareのカード決済の特長
カード決済代金は最短翌日入金

決済手数料 3% 台で導入できる

運用費用は決済手数料のみ

三井住友銀行またはみずほ銀行は、決済日の

Square Readerを使用する場合、5つの主要

運用にかかる費用はカード決済手数料のみと

翌営業日にご入金。ゆうちょ銀行や地銀など

ブランドは決済手数料3.25%、JCBは3.95%*¹。

なります*²。月額固定費はありませんので、

その他の金融機関は、毎週水曜締めで同じ週

業種や事業規模・実績に関わらず手数料は

POSレジ機能を利用していても、カード決済

の金曜に合算し入金されます。入金額に関わ

一律なので、前日にオープンした事業でも

が発生しなければ費用は一切かかりません。

らず、振込手数料はSquareが負担します。

手数料3%台で導入できます。

6 つの主要ブランドに対応

かんたん導入、かんたん操作

専用端末と同じ安全基準に準拠

Square Readerを使用する決済では、

申し込みはすべてオンラインから、数分程度

Square Readerは、偽造が困難なICチップの

下記の国際ブランドのロゴが記載されて

で完了し、一部のカード決済*³は最短当日から

情報を読み取ります。カード情報は読み取った

いるカード（海外発行含む）が利用可能*³。

ご利用可能です。Square ReaderはBluetooth

瞬間に暗号化しSquareのサーバーに送信、

ICチップを読み取れるから安全。磁気テープ

でかんたん接続、アプリの操作もシンプル

スマホやSquare Readerには残りません。

のみのカードも読み取れます。

なので、電子機器が苦手でも安心です。

カード処理システムはPCI-DSSに準拠しており、
事業主を不正利用から守ります。

お問い合わせ先
導入をご検討の方
TEL:

0120-963-334

( 10:00 - 17:00 平日 )

Email: welcome_square@squareup.com
※1 機能によってご利用いただけるカードブランドが異なります。また、機能によって決済手数料が異なる場合がありますが、事業者ごとや利用実績ごとに変動する
ことはありません。 ※2 カード決済サービス以外の機能はこの限りではありません。※3 JCB・Diners Club・Discoverカードのお取り扱いは、別途株式会社ジェーシー
ビー（JCB）による審査が必要です。JCBによる審査が非承認だった場合でも、Visa、Mastercard、American Expressがお使いいただけます。
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店頭など対面でのカード決済
オススメしたい方
すべての事業者

お手持ちのスマホやタブレットが
カード決済端末に
Square POS レジは、モバイル端末に無料のアプリをダウンロードして利用する POSレジです。
専用の Square Reader との併用で、クレジットカード決済の受け付けもスマートに。

初期導入費はカードリーダー代金のみ

固定費や維持費はなし

お手持ちの端末で使える

スマホやタブレットがあれば、業界最低水準

月額固定費やカード決済代金の振込手数料

携帯電話回線かWi-Fiで、インターネットに

の価格で導入が可能です。お申し込みとPOS

など、カード決済手数料以外の運用費用は

接続可能なAppleのiPhone/iPadか、

レジアプリの利用は無料。Square Readerは

一切かかりません。もちろん、解約手数料

Androidのスマホ、またはタブレットで

7,980円（税込）、Square Standは32,980円

もありませんので気軽にはじめられます。

使えます。ご利用中の端末で使用できるか

（税込）で販売しています。

どうか、お問い合わせください。

周辺機器もしっかりサポート
Square は、レジに必要な外部の周辺機器との連携も可能です。レシートやオーダーシートを印刷することができます。
連携可能な周辺機器
レシート・キッチンプリンター
キャッシュドロワー
バーコードリーダー

茶坊室

2017/6/28
15:04

東京都港区北青山000

カウンター2

03-1234-5678
https://chaboushitu.com

現金

伝票名:テーブル3

2017/6/28

15:04

レシート番号:MfRK
ランチセット

¥2,067

合計

¥2,067

紙レシートイメージ

1 x ランチセット

オーダーシートイメージ

※ Visa/Mastercard/American Express は決済手数料 3.75%でカード情報手入力による決済もご利用いただけます。
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遠方にお客さまがいるときなど、
非対面でのカード決済
オススメしたい方
請求書払いが多い方、月額制サービスを提供している方、
メールや電話で注文を受ける方、毎月決まったお客さまの
決済が多い方

シンプルにパソコンからクレジットカード決済を
お使いのパソコンからSquare データへアクセス。お店側でカード情報を直接入力して決済ができるので、
遠方のお客さまの会計を問題なく済ませることができます。

パソコン1台ですぐにカード決済

常連のお客さまへの請求をスムーズに

決済後は電子レシートでお客さま
にお知らせ

Square データにアクセスできるパソコンが

カード情報保存機能を使用すれば常連のお客

お客様にはEメールもしくはショートメールで電子

あればアカウント作成後、すぐにご利用

さまへの定期的な請求も追加費用なしで可能

レシートを送信可能。無駄な紙は必要ありません。

いただけます*。

です。個人情報はSquareが安全に管理します。

請求書発行をシンプルに。
無料で請求書を送信
オススメしたい方
請求書払いが多い方、月額制サービスを提供
している方、メールや電話で注文を受ける方など

見積もりから発行まですべて数秒で完了
電話やメールの注文も、料金をスムーズに回収できます。請求書送付から入金までをスピードアップ！
毎月の月謝や会費の徴収にもカード決済なら取りこぼしがありません。

請求書送信から入金まで最短1日

請求額の一部のお支払いを事前に
リクエストすることも可能

売上データは一括管理

Square 請求書は、メール送信やURL共有

請求額の一部のお支払いを事前にリクエスト

現金や請求書払い、それぞれ異なる決済方法でも

された支払画面から、お客さま自身がカード

することができ、残額とは別の支払い期限を

Square データでいつでも売上をまとめて確認

情報を入力して決済。メールアドレスだけで

設定できます。1つの請求書で複数の支払い

できます。支払い方法別の売上データもご確認

請求から支払いまで完了。

履歴を管理できるため、複数に分かれた支払い

いただけます。

（一部入金と残額）で未払いがないかなどを
確認する手間が省け、時間の節約になります。
※通常の対面決済の際は決済時のリスク防止のために、
Square Readerのご利用を推奨します。
それぞれの決済方法には注意事項がございます。
必ずヘルプページをご確認ください。https://squ.re/2RANbMe
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ビジネスの成長に合わせて使える、
高機能なPOSレジ
オススメしたい方
すべての事業者

スマホやタブレットで使える無料の Square POSレジ
無料で使えるSquareのPOSレジに難しい設定はありません。
注文や決済の受付が直感的にでき、顧客やビジネス全体の管理もかんたんです。

さまざまな支払い方法を記録

商品ごとの売上データを記録

リアルタイムで在庫管理

カード決済だけでなく、現金払いなども記録。

カテゴリ、商品、バリエーションなど、

商品の価格、名前、在庫数などの詳細はいつでも

あらかじめキャッシュドロワー内の現金を

さまざまな階層で商品が登録できるので、

リアルタイムで変更可能。在庫数が少なくなった

入力しておけば、売上に合わせてドロワー内

必要なデータを抽出することも容易です。

とき、通知がメールで届くように設定しておく

にあるべき金額を自動で算出します。

こともできます。

売上情報をリアルタイムでチェック
レポート機能で、ビジネスをより良く理解
売れ筋商品や売上推移など、経営判断に必要な情報を的確に把握できます。売上情報はリアルタイムで更新され、変化が一目でわかります。

管理画面・ホームイメージ

管理画面・売上推移データイメージ

使いやすく、レジをカスタマイズ
まずはカテゴリと商品名、価格を登録
カテゴリ登録で売上分布をかんたんに把握。飲食店で複数のプリンターを利用する場合、カテゴリごとにオーダーシートの出し分けも可能です。

#02
2017/6/28

#02
15:04

1 x コーヒー
M
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15:04

1 x ワッフル
ホイップ
イチゴ

1 x コーヒー
L

POS レジ・会計画面イメージ

2017/6/28

1 x ワッフル
バナナ
メープル

出し分けイメージ1

出し分けイメージ2
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Square POS レジでできること
顧客リスト機能
貴重な顧客情報はオンラインの顧客リストに安全に保存でき、いつでも、どこからでもアクセスできます。
さらに、Square 請求書と連動するので、請求のプロセスがよりシンプルに。
既存の顧客リストをインポート
顧客データをすでにお持ちの場合は、 CSVファイル から
インポートすればリストの移管もかんたん。Square データから
直接情報の追加や編集、グループ分けなどを行うことが可能。
顧客の来店と売上を確認
お客さまの購入履歴を表示し、以前来店した際に何を購入した
のかを把握しておくことで、お客さまにより満足してもらえる
サービスに生かすことができます。
管理画面・購入履歴イメージ

在庫管理機能
あらかじめ商品登録と、各商品の在庫数を入力をしておけば、売上とともに在庫データが変動。
Square データにログインすれば、どこにいても在庫管理が可能です。
複数商品をまとめて在庫管理
在庫レポートをまとめてダウンロードすることが可能。
発注のタイミングや、在庫の追加などの判断に役立ちます。

在庫が少なくなれば自動通知
日々の売上記録を毎日メールでお知らせ。追加の発注が必要なもの、
売り切りたい商品の状況などがかんたんに把握できます。
管理画面・商品ライブラリイメージ

店舗管理機能
複数店舗でお取り扱いの商品や売上データなどが、1つのアカウントで管理可能。
店舗追加は数クリックで完了し、追加の料金も発生しません。
店舗別やレジごとに売上を確認
店舗、端末ごとに売上が自動記録され、レジ締めの
作業時間を削減することが可能。CSVファイルの
ダウンロードで、売上レポート作成もかんたん。
新規店舗の追加も数クリックで
店舗ごとにカード決済代金の入金先を指定することが可能。
また、登録した商品の情報を共有できるので一から登録
する手間を省けます。
管理画面・店舗情報編集画面イメージ
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Square POS レジでできること
保留会計機能
iPad や Android タブレット上の Square POS レジから、伝票ごとに注文の追加や保存が可能です。
また、お会計が必要なときには、いつでも伝票を呼び出すことができます。
印刷機能にもしっかり対応
伝票に注文の追加があれば、キッチンプリンターは追加分のみを
すぐに印刷。お客さまがお帰りの際には、伝票を呼び出して合計額
を表示、印刷するだけ。
複数の端末間で伝票を同期
複数端末を利用していても情報が同期されます。 1 台の端末で
注文を取り、別の端末でお会計することが可能。また、オフライン
時は端末間での同期はしませんが、伝票の保存・編集が可能です。
POS レジ画面・伝票一覧イメージ

個別精算機能（割り勘）
個別精算機能を使えば、1 件のお会計に対して複数の支払方法に対応が可能。
お買い上げいただいた方ごとに、別々に精算することができます*¹。
お客さまのご要望に応じて複数の支払方法に対応
現金とカードの組み合わせによる支払いや、グループでお越しの
お客さまの個別会計にも対応します。お客さまのご希望どおりに
お支払いいただけます。
レシートもお会計ごとに発行
1つ1つのお支払いごとに、個別のレシートが発行されます。
レシートには合計額、すべての販売商品、支払い方法が表示されます。

オーダーシート印刷

POS レジ画面・ ¥1,270 のお会計を ¥570 と ¥700 に分けてお支払いした際のイメージ

iPad または Android 端末にプリンターを接続すれば、「オーダーシート」
と「オーダーシートのお客さま控え」を印刷することもできます。
複数のプリンターで出し分けることも
複数のプリンターを使えば、ドリンクの注文はバーにある
プリンターから出力し、フードの注文はキッチンにある
プリンターから出力するなどの設定ができます。事前に
商品のカテゴリ登録を行う必要があります*²。

カウンター 2
2017/6/28

15:04

1 x ランチセット

※1 個別精算では、
全額分の精算を一度に完了する必要があります。
※2 この場合、
プリンターはすべて同じネットワークに接続する必要があります。

2017/6/28

茶坊室

15:04

Receipt 58yP

オーダシートイメージ

Page 9

カウンター 2

オーダシートお客さま控えイメージ
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お客様の声がビジネスを成長させる
Square メッセージ
オススメしたい方
すべての事業者

電子レシートでかんたんにお客さまの満足度を調査
お客さまは電子レシート経由で商品やサービスを評価したり、店舗
（もしくは事業者）に連絡を取ることが可能。高評価点も改善点もひと目で把握できます。

お客さまの生の声を集める

コミュニケーションが広がる

スマートな返信を

メッセージ機能を利用すれば、あなたの

電子レシートを経由してお客さまと

お客さまからの評価は購入履歴と紐づく

サービスや商品を購入したお客さまに、

メッセージのやりとりが可能。万が一

ため、ご利用状況を正しく把握し、

リアルタイムで評価や感想を残してもらう

問題が発生した時も、すぐにお客さまの

問い合わせ時や次回来店時により適切な

ことができます。

声を拾い上げ、直ちに問題解決へ。

対応をすることが可能になります。

独自のお問い合わせ窓口に
ご意見やご感想をビジネスに役立てましょう
電子レシートがビジネスの評価ツールに。お客さまの満足度をかんたんに調査し、メッセージのやりとりもできるので、サービスの向上に役立ちます。

購入したお客さま・評価入力イメージ

購入したお客さま・メッセージ受信イメージ

お客さまとの信頼関係を築く場としても使えます
メッセージの管理画面からクーポンの発行や払い戻しが可能。コメント内容に合わせて柔軟に対応でき、クレームの迅速な解決をサポートします。

メッセージの管理画面イメージ
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お客さまのクレジットカードから
自動で課金を
オススメしたい方
月謝の請求がある方、会費や顧問料の請求がある方

かんたん設定で毎月の決済を
自動継続課金の設定をすれば、月々の会費や顧問料、月謝などの請求も効率的に処理することができます。

費用もシンプル、設定もかんたん

対面でも非対面でも設定可能

費用は決済手数料のみ、請求先ごとに設定

自動継続課金には顧客のカード情報の

カード情報はすべてSquareのシステムに

できるので請求額の変更もかんたん。

保存が必要ですが、対面・非対面とも

保存されます。加盟店側で保存する必要が

に保存と設定が可能です。

ないので安心して運用できます。

カード情報はシステムに保存で安心

クレジットカード情報を登録して、料金を自動引き落としします。

お店でカード番号を
登録します。

お店が登録済みのカード
に対して定期課金の設定をします。
毎月決まった日にちに課金

課金されると完了メールが
届きます。
請求書の支払いが完了
しました：
（送信元）[ 店名 ]

セキュリティ ( 安全性 ) について
Square のカード処理システムは PCI Data Security Standard(PCI-DSS) のレベル 1 に準拠しています。個人およびクレジットカード情報を
保護するため、お支払時に入力いただいた情報はすべて暗号化されたうえで Square のサーバーに安全に送信されます。
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回数券やプリペイドカードに
Square ギフトカード
オススメしたい方
新規顧客を増やしたい方、キャッシュレス会計を実現したい方
リピート顧客を増やしたい方、顧客満足度を向上したい方
あなたのお店で使えるプラスチック製プリペイド式カード
Square POSレジで、任意の金額をチャージして使うカードです。店舗オリジナルのギフトカードや、プリペイドカードと
してご利用ください。3,000円の入金で3,300円分のチャージなど、特典付与もかんたん。
あなただけのデザインで

新規顧客の来店のきっかけに

再来店の促進ツールにぴったり

デザインはテンプレートから選ぶことも、

ギフトカードを用意しておけば、既存の

プリペイドカードや回数券として繰り返し

独自にデザインすることもできます。

お客さまの家族や友人にお店を紹介して

利用していただき、お客さまをリピーターに。

製作注文はオンラインでかんたんに

いただくチャンスです。

事前チャージはお客さまの次回ご来店の動機

行うことができます。

づけになります。

お手軽に、小ロットからはじめられます
Square POSレジから使えるので、操作はシンプルでかんたん。利用手数料や固定費用はなく、カードの製作費のみでスタートできます。
現金またはクレジットカードでチャージ*¹ 可能。ギフトカードは、Square のホームページ square.co.jp から注文*² することができます。
また、eギフトカード（デジタル仕様のギフトカード）の作成も可能です。

注文方法とカード製作費用
ギフトカードは、Square のホームページ square.co.jp から注文*³することができます。注文方法は 2 通り。
5,000枚以上の注文をご希望の場合は Square サポート squ.re/supportJP までお問い合わせください。
250 枚

500 枚

1,000 枚

2,00 0 枚

5,00 0 枚

75,000 円
（1 枚 300 円）

100,000 円
（1 枚 200 円）

150,000 円
（1 枚 150 円）

お取り扱いなし

お取り扱いなし

お取り扱いなし

150,000 円
（1 枚 300 円）

200,000 円
（1 枚 200 円）

375,000 円
（1 枚 150 円）

600,000 円
（1 枚 120 円）

クイックオーダー
テンプレートから背景イメージを選び、ビジネス
名を入力するだけで注文可能。デザインデータの
入稿など専門的な知識は不要です。

カスタムオーダー
データを入稿してオリジナルのデザインで注文可
能。世界に一つだけのデザインで、こだわりのギ
フトカードが作れます。

※表示は税抜価格です。 5,000 枚以上をご希望の場合は Square サポート squ.re/suppo

JP までお問い合わせください。

eギフトカードも作成可能
オンラインでデジタルのギフトカードの設定、販売まで無料で行うことができます。費用はお客様がeギフトカードを購入する際にかかる
カードの決済手数料のみ。

現金でのチャージやギフトカードによるお支払いに対する手数料は発生しません。
※1 クレジットカードでのチャージ時は通常のカード決済手数料が発生します。 ※2 カードの製作は株式会社ナテックが承ります。※3 Square ギフトカードのご利用には
カード決済が有効な Square アカウントが必要です。

Page 12

square.co.jp

個別に権限設定や売上管理ができる
従業員管理
オススメしたい方
複数の従業員が同じレジを利用している事業、従業員ごと
の売上管理がしたい方、出退勤管理サービスをお探しの方
複数の従業員が関わるビジネスでも必要なのは 1 アカウント
Square POS レジは、モバイル端末に無料のアプリをダウンロードして利用するPOSレジです。
専用の IC カードリーダーとの併用で、クレジットカード決済の受け付けもスマート。

アクセス権の設定で安全に

従業員別の売上も自動記録

タイムカードもPOS レジで

従業員ごとに暗証番号を設定でき、個別に

従業員ごとの売上が一目で確認できるので

従業員は Square POS レジで出退勤時間を

各機能への権限付与が可能。また、誰が

業績の照会や歩合の計算もかんたんです。

記録することができます。就業時間が自動算出

受け付けた決済なのかも一目瞭然です。

管理者はどこからでも閲覧や編集が可能。

されるので、勤怠管理の時間を節約できます。

アクセス権限は 4 種類
アクセス権限は① 複数の従業員が共有レジを利用する、
② Square データ（管理画面）へのアクセス、
③ 各従業員が個別のモバイル端末を
利用する、の 3 パターンで詳細を設定することができます。 また決済の受付と払い戻しのみ可能な ④ 無料の代理人決済機能 もあります。

①

②

複数の従業員が共有レジを利用する

③

管理画面へのアクセス

④

個別のモバイル端末を利用する

決済と払い戻しのみ

料金体系
①②③
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アクセス権限を設定する ̶ 1 人につき

400 円 / 月 ( 30 日間の無料お試し期間あり )

④

代理人決済機能を利用する ̶ 無料
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オンラインストアで Square の
カード決済サービスを使う
オススメしたい方
オンラインストアをお持ちの方、
オンラインストアの開設を検討中の方
3 つのレベルで連携
Square が連携している API やウェブサイト制作パートナーのサービスを利用すれば、オンラインストアの作成、Square で支払いの
受付がかんたん。あらゆるニーズにお応えします。

連携サービスでカスタマイズ

かんたん作成！の連携サービス

100% オリジナルの EC サイト

テンプレートやテーマを選ぶだけ、連携

特別な機能を持たせたい場合は、オープン

Eコマース APIは、セキュリティ基準に準拠して

パートナーのサービスならオンラインストア

ソースを提供するパートナーのサービスで

いるので安全。また最短翌日入金やお手頃な

の作成がかんたん。Square との接続も

オンラインストアを作成。Square の機能

決済手数料はそのままご利用いただけます。

シンプルで、専門知識は不要。

がすでに組込まれているのでスムーズです。

開発者レベルの知識が必要です。

Weebly, Wix, Ecwid など

WooCommerce、Magento など

Square の決済サービスの利点はそのまま
POS レジでご利用いただけるカード決済機能を EC サイトでもご利用いただけます。

Square の特徴
最短翌日入金
月額固定費・振込手数料なし
PCI - DSS に準拠
売上を一元管理
解約手数料なし

用開始までの流れ
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Square 導入までの流れ
Square のご利用に必要なもの
スマートフォン/タブレット
Apple iOS / Android
搭載の機種*

Square POS
レジアプリ
（無料）

ICカード対応
Square Reader
(税込 7,980円 ）

お手元の端末でSquareを利用可能か
Squareサポートまでお問い合わせ下さい
どうかは、

アカウント登録から、ご利用開始までの流れ
アカウント登録はすべてオンライン上で。 5分で終了します。
アカウントを作成｡

1

2

必要なのはビジネス
情報と銀行口座のみ。

Square Reader
をご購入。

＊Squareホームページ『Square ショップ』で購入可能

Square POS

3

レジアプリを
無料ダウンロード。

＊アカウント登録後、
最短当日からカード決済開始可能

アカウント作成方法
1 ．square.co.jp の

今すぐ無料のアカウントを作成

をクリック

2．登録用メールアドレスとパスワードを入力
3．ビジネス情報を入力
4．入金先金融機関を登録

カード決済受付には審査が必要です。審査結果のお知らせはカードブランドによって異なりますので下記を参考ください。
いずれもご登録のメールアドレスにお知らせ致します。
Visa, Mastercard, American Expressの審査結果は最短当日、通常3営業日
上記承認後JCB, Diners Club, Discoverの審査結果は通常3~7営業日

加盟店キットでカード決済が受け付けられることをアピール
店頭でカード利用が可能なことをアピールしましょう。加盟店キットは公式オンラインショップまたは Square データから無料で
注文できます。加盟店キットには、加盟店ステッカーと卓上 POP が含まれます。
申込手順
1．Square データにログイン
2．[アカウントと設定]の[加盟店キット]をクリック
または
1．squ.re/SQkit を直接入力
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周辺機器
審査が完了し、アカウントが有効化されると一部の周辺機器が以下の参考価格（税込）よりお安く特別価格でご購入をいただけます。
各周辺機器で対応できる端末が異なりますので詳細はSquareショップ (https://squ.re/hardware) からご確認ください。

周辺機器

Square Reader 専用ドック

据置プリンター

キャッシュドロワ一体型プリンター

￥2,000

￥53,800〜

￥58,800

モバイルプリンター

キャッシュドロワー

バーコードスキャナー

￥39,800

￥11,800〜

￥19,800〜

タブレットスタンド

ロール紙 (20 巻）

￥7,480

￥2,980〜

2019 年 3 月現在の価格です。最新情報はホームページを御覧ください。
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