
多言語メニューとテーブルに置くだけで注文
  訪日観光客2000万人時代の対策アプリ！ 

来店客の利用フロー

Putmenu対応施設に行く 注文が完了すると店員が
料理をもってくる

すぐに注文ができるPutmenuのテーブルに座る
（アプリのインストールガイド付き）

PaperBeaconをテーブルに置く
もしくは、来店時に渡す

店舗の利用フロー

専用タブレットでメニューを作成
（撮影とメニューと価格の設定）

厨房で専用プリンターが
注文を自動出力

専用タブレットで会計確認

Putmenu( プットメニュー ) を導入することで飲食店は「コスト削減」「売上拡大」「マーケティング」を同時に実現できます。 
現在、お試しプランの価格でご利用できるキャンペーンを実施中です。

ご利用プラン キャンペーン中

通常プラン

初期費用19.5万円（税別）、月額費用2.4万円（税別）
※専用タブレット、専用プリンター、注文電子シート（PaperBeacon）5枚の
　レンタル費用込み

お試しプラン（6ヵ月）17万円（税別）で販売中!!

飲食店
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専用タブレット1台、専用プリンター 1台、注文電子シート（PaperBeacon）5枚、プリンター用紙 10 巻
※プリンター用紙は1巻で 100注文（目安）です。不足分は追加注文できます。

・専用タブレットでメニューをかんたんに作成できる（カメラ機能で写真登録も）
・作成したメニューや施設情報を自動で翻訳できる
・利用者のスマホを注文電子シート（PaperBeacon）に置くと、利用者の言語で注文できる
・専用プリンターから注文伝票（テーブル番号付き）を直接出力できる
・ご利用中のレジで専用タブレットに表示されている合計金額でお会計できる
・専用タブレットからご利用のお礼を送信できる（注文内容の分析もできる）

日本語のメニューを自動で多言語翻訳。
対応言語はぞくぞく追加。
世界中の観光客に言語対応をアピールして売り上げ拡大！

英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語
イタリア語、タイ語、カンボジア語、ベトナム語
※2015年12月現在

Putmenuの機器（レンタル）

Putmenuの機能

販売元

対応言語は10か国語

対応言語

専用タブレット 専用プリンター 注文電子シート（PaperBeacon）

※画像はイメージです。

©2016 Putmenu group companies

お問い合わせ先

※動画を御覧いただけます

Webサイト

ボクシーズ株式会社（日本窓口）　
http : //boxyz .com/pu tmenu/
東京都千代田区九段北 1-3-5　Te l : 03 -6268 - 9991　Fax : 03 -6268 -9992

Putmenu group companies
http://putmenu.com/
3651 Lindel l  Road, Suite D889 Las Vegas, NV 89103, USA　Tel : +1-702-851-5602　Fax : +1-702-932-9963

http://putmenu.com/
http://boxyz.com/putmenu/


Putmenuご利用ガイド

施設 / メニュー情報の登録
専用タブレットで「メニュー管理アプリ」を起動し、施設 / メニュー情報を登録します。別紙のログインID / パスワード
でログイン後、ガイダンスに従って入力してください。オプション項目は入力しなくても登録できます。

※専用タブレットのシステムは多言語および各国の通貨にも対応しているため、Putmenuは10か国以上で利用できます。

メニュー登録は
専用タブレットで写真を

撮ってすぐ！

専用タブレット（メニュー管理）

多言語に自動翻訳

1

注文電子シート（PaperBeacon）の設置
専用タブレットの「注文管理アプリ」にテーブル情報を登録します。専用タブレットで「注文管理アプリ」を起動し、別紙
のログイン ID / パスワードでログイン後、ガイダンスに従って注文電子シートを登録してください。テーブルに注文電子
シートを敷いたり、利用者に渡すことで注文ができます。

専用タブレット（注文管理） 注文電子シート（PaperBeacon）

テーブルに
PaperBeaconを
用意するだけでOK！

※画像はイメージです。

2

施設の公開とアプリ
必要な情報を登録後、メニュー管理アプリの「公開設定」
で公開をすると、 Putmenu アプリに施設が公開され、
サービスが開始できます。 利用者は自分の言語で
メニューを見て注文できます。Putmenuアプリはストア
から無料でダウンロードできます。

公開完了！

3

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.putmenu.app
https://itunes.apple.com/jp/app/putmenu/id1031884894?l=ja&ls=1&mt=8


その他の便利機能
利用者には、専用タブレットからご利用のお礼や新メニューなどのご案内を送ることができます。

新メニューの
お知らせ

お知らせを
送信

6

お会計の流れ
ご利用後は、テーブル毎に表示されている金額で会計をお願いします。会計が終わったらステータスを「支払い済み」に
変更すれば完了です。利用者が PayPal アカウントをもっていると、席や部屋からPutmenuアプリで会計することもで
きます。注文だけでなく、会計も利用者は待つ必要がなくなります。会計対応が省けるので、業務効率も向上します。 

通常通りのお支払い

PayPal でお会計

手動で「支払い済み」に変更 アプリでお支払い 自動で「支払い済み」に変更

5

Putmenuアプリで注文を選んで、スマホをテーブルに置くだけで注文できます。 利用者のスマホを注文電子シート
（PaperBeacon）の上に置くと、利用者の言語で注文できます。注文伝票は、専用プリンターから直接出力されるので、
すぐに用意してご提供できます。

注文の流れ4

Putmenu アプリで注文 注文伝票の出力 注文内容のご提供

電池式の通常ビーコン（ TAGCAST - Beacon）を施設内に設置することで、アプリを起動すると自動的に施設
のメニューが表示されます。
※Putmenuをご利用中の施設様は１台を無料で利用できます（Putmenu の機器と一緒に送付されます）。

Pizza

ピザ

注文一覧の
「オンライン決済」で

お会計！

現金、クレジットカードでお会計

Version1.3 (160530)



Putmenu は、収益の拡大に貢献できるシステムです。

  訪日観光客の増加に伴い、更なる効果も期待できます。

飲食店に導入した場合の費用効果（シミュレーション）

売上拡大

Putmenuを店舗に導入することで、スタッフの作業効率の向上をはじめとして様々な効果が期待できます。
例えば、10テーブル程度の飲食店で 1人の客単価を 2500円、ホールスタッフ兼厨房のアルバイトの時給1100円と
した場合、Putmenu を導入による「売上拡大」と「コスト削減」の効果は以下のようにシミュレーションできます。

近年、訪日観光客は多くなっています。 Putmenu
は10言語に対応しているので、Putmenuを導入し
た場合、多言語対応をアピールすることで、観光客
の獲得につながります。 
さらに、Putmenuアプリによりオーダーもスムーズ
になり、スタッフの負担軽減もできます。 アプリの
操作は簡単なので、観光客もストレスを感じること
なく、料理の注文ができます。 
例えば、訪日観光客の獲得により、1日の平均客数
を30人から31人にすることができた場合、１か月
で7.5万円以上の売上拡大が期待できます。（現状
は月に１人の外国人が来店しているケースを想定し
ます）

コスト削減
例えば、開店中はオーダーと配膳の対応に追われ
て、閉店後に皿洗いや片づけに１日あたり1～1.5
時間ほどの消費をしているケースを想定します。 
Putmenuを導入すると、アプリがオーダーの役目
を担い、オーダーを専用プリンターに印刷するので
スタッフは配膳と皿洗い、片づけを平行して行うこ
とができます。
これにより、1日30分程度の時間の短縮を達成でき
ると、1か月あたり900分（15時間）程度の短縮、
1.5 万円以上のコスト削減が期待できます。

30分×30日＝月900分（15時間）以上の短縮
1か月あたり1.5 万円以上のコスト削減

1.5万円以上の
コスト削減!!
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現状 Putmenu導入

現状
0
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Putmenu導入

Putmenuを導入している場合は
2,500円 ×30日＝75,000円の売上拡大

原価率 40％で 1か月あたり4万円以上の収益拡大

7.5万円以上の
売上拡大 !!

（単位：円）



多言語メニュー対応シール配布中！
Putmenuの導入施設には、訪日観光客向けに多言
語対応のシールを配布しております。シールには
アプリで対応している言語が記載されています。
訪日観光客から見えるように施設の入り口付近に
貼り、案内することで訪日観光客が利用しやすく
なります。
さらに、観光協会、観光案内所、旅行代理店に訪日
観光客の受け入れが可能であることもアピールで
き、お金をかけずに様々な方面からの集客が期待
できます。

多言語メニュー対応シール

訪日観光客が増え続ける中でのアピール
日本政府観光局（JNTO）が発表した1年間に日本を訪れた訪日観光客の人数（訪日観光客数：推計値）によると、
2015年の訪日観光客数は累計1973万人に達し、これまで過去最高だった2014年の1341万人に比べ47.1%増
と大きく伸び、過去最大の伸び率となりました。
その一方で、観光庁などの訪日観光客が旅行中に不便に感じた事の調査結果を見ると、「言葉が通じない、外国語に
よるサービスの不足」など、コミュニケーションに関する不満が多くみられます。
訪日観光客が急増する中、Putmenu の多言語メニューでより快適に充実したサービスを提供できます。
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2015年の訪日観光客は年間で1973万人に達し、

過去最高を記録。今後更なる増加が見込まれます。

2016年1月現在
過去最高 !
47.1%増加
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