
帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

指１本の
簡単操作

１日あたり１７０円から始められる宅配受注・伝票発行システム

対応



デリシャスならこんなお悩みを解決できます!!

コンピュータを
導入してみたいが
難しそう・・・

お客様から
「何度も注文しているのに、
　まだ覚えていないの？」
と言われてしまった・・

売り上げが
なかなか伸びない・・・

また今日も
集計作業で残業だ。。手書きの伝票では

記入漏れや誤字脱字が
でてしまう・・・

ポスティングをしても
なかなか効果がみえてこない・・
（費用対効果が見えない）

１.デリシャスの特徴① 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする



●タッチ入力ですばやく簡単操作!!
オーダー時の操作は、全てタッチパネル入力方式を採用。
銀行のATMコーナーのように、必要な項目をタッチするだけで入力できます。
パソコンスキルに自信のない方でも大丈夫！

●電話番号だけで即座に顧客の注文履歴を表示！
ナンバーディスプレイ対応なので、電話番号から即座に注文履歴を呼び出す
事が可能です。注文するたびに、住所や電話番号などを聞く必要がなく、
お客様の煩わしさを解消します。また、受注の時間も短縮できます。

●パートやアルバイトの方でも簡単に使えます！
オーダー入力に必要な項目は、画面上に順番に表示されますので、
入力順序に従って画面をタッチするだけです。
入力の為の研修等は必要ありません。

●受注時に新規顧客が登録されます！
新規顧客の個人情報は、受注作業時に自動登録されます。
業務時間外の登録作業は必要ありません。

１.デリシャスの特徴② 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする



●売り上げ集計をスピード出力！
日々の売り上げ情報はすぐに見たいものです。デリシャスはワンタッチで
帳票を出力することを実現しました！集計資料の自動出力が出来る為、
デリバラーの清算、管理者の集計管理が短縮され、残業等の削減が図れます。

●経営分析もサポート！
売り上げ集計はもちろん、1日の新規顧客数やリピート率、オーダー及び
顧客数が分かる日報、さらに地域・商品・時間・曜日・天気別売り上げ
データの集計資料もご用意しています。経営分析やマーケティングの必須
アイテムとして今後の営業展開に必ずお役に立つことでしょう。

●顧客サービスに力を発揮します！
お客様の注文履歴（類型注文回数、金額、最終注文日など）や家族情報が
管理できます。それらのデータを顧客サービスやDM戦略に生かすことで、
他店との差別化も図れます。

１.デリシャスの特徴③ 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする



２.導入後のメリット 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

受
付
業
務

受注時、伝票へ電話番号・氏名・住所・
メニューを手書きで入力。
伝票を元に、金額計算。又はレジへ金額
を入力する。伝票を製造へ送る。

配
送
業
務

デリバラーは手書き伝票に書かれた住所
で配送先を探す。

管
理
業
務

業務終了後、1日の売上伝票を手集計・
検算。帳簿へ記入。
販売戦略を組む個別データ（曜日別、
天気別売上など）は別途作成。

導入前
受
付
業
務

配
送
業
務

管
理
業
務

伝票に印字された地域名称や、MAP番号
を見て、配送先へ効率的に到達。

売上データは自動集計され、日報、月報
をはじめ、販売戦略に必要な各種データ
も即時に表示、出力が可能。
DMラベルも自動出力。

注文処理は画面にタッチで簡単・正確。
金額計算から注文伝票をワンタッチ複写。

デリシャス導入後

管理業務

配送業務

受付業務

管理業務

配送業務

受付業務

デリシャス導入



３.業務の流れ 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

リピート
客
新規
顧客

●営業時

注文受付 電話番号入力

住所氏名を瞬時に自動表示

住所氏名を画面タッチにより入力

メニュー入力

メニュー一覧画面を

タッチし入力

住所氏名入力
伝票発行

実行ボタンをタッチ

●業務終了後

業務終了後、自動集計し

帳票出力

日報出力
・日締

月報出力
・月締

任意出力

年報出力
・年締

任意出力

業務終了
電源を切り終了



４.帳票一覧 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

売り上げ日報

時間別売り上げ日報

商品別売り上げ日報

地区別売り上げ日報

伝票一覧

売り上げ月報

時間別売り上げ月報

商品別売り上げ月報

地区別売り上げ月報

日別売り上げ月報

曜日別売り上げ月報

売り上げ年報

時間別売り上げ年報

商品別売り上げ年報

地区別売り上げ年報

日別売り上げ年報

曜日別売り上げ年報

メニュー別売り上げ集計

地域別売り上げ集計

時間別売り上げ

曜日別売り上げ

天気別売り上げ

グラフ作成

一般任意検索・結果一覧

法人任意検索・結果一覧

DM用タックシール

住所マスタ一覧

メニューマスタ一覧

食材マスタ一覧

包材マスタ一覧

地域マスタ一覧

トッピングマスタ一覧



５.デリシャス画面入力イメージ① 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

1)電話番号入力

・ご注文待ち受け時の画面です。

2)氏名入力

・新規のお客様ご注文時に氏名を入力する画面です。
　※リピート注文時には表示されません。

3)住所選択 4)アパマン選択

・新規のお客様ご注文時に建物名を入力する画面です。
　※リピート注文時には表示されません。

・新規のお客様ご注文時に住所を入力する画面です。
　※リピート注文時には表示されません。



５.デリシャス画面入力イメージ② 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

5)メニュー選択

・メニューの中からご注文の品をクリックします。

6)数量選択

・数量を入力します。

7)トッピング選択 8)メニュー入力完了

・注文をすべて入力したら左下の伝票発行ボタンを
　クリックします。

・トッピング等がある場合は選択します。



５.デリシャス画面入力イメージ③ 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

■受注履歴

・顧客の注文履歴を表示。「前と同じやつで！」
　といった注文でも瞬時にご案内できます。

■%割引入力機能

・注文単位で割引を設定可能。
　期間限定のキャンペーン等に便利な機能です。

7)顧客別　容器回収明細票 8)マップナンバー入力画面

・顧客データとしてゼンリンの住宅地図ページ番号と
　座標を入力しておけば発行した伝票に表示され、新人
　アルバイトの方でもスピーディーな配達が可能。

・顧客別で容器の回収状況が一目で分かります。



６.デリシャス価格 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

・タッチパネル対応パソコン
　　　[ASUS All-in-One-PC ET1611]
・ドットプリンター[エプソン VP700U] 1台
・デリシャスソフト 1式
・ご注文伝票[1500枚]
・インストラクションDVD
・システム導入費 1式（交通費別）・システム導入費 1式（交通費別）

※ASUS ET1611[All-in-One-PC]に

デリシャスをインストール・各種設定等
を行いお客様にお渡しします。

※新・ご注文伝票は別売りです

¥309,750(税込)

・ドットプリンター[エプソン VP700U] 1台
・デリシャスソフト 1式
・ご注文伝票[1500枚]
・インストラクションDVD
・システム導入費 1式（交通費別）

※お客様所有のパソコンにデリシャスをイ

ンストールするプランです。

弊社でお客様のパソコンを預からせて頂き、

インストール・各種設定等を行いお客様に

お渡し致します。

¥241,500(税込)

※ソフトのみ

・タッチパネルPC本体[OS:Windows7] 1台
・ドットプリンター[エプソン VP700U] 1台
・デリシャスソフト 1式
・インストラクションDVD
・システム導入費 1式（交通費別）

月額  ¥13,650(税込)
(ご契約は6ヶ月単位になります)



７.デリシャスシステム構成 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

電話機 ナンバー
ディスプレイ
アダプタ

タッチパネル
パソコン

ドットインパクト
プリンタ

【受付１台タイプ】

電話機 ナンバー
ディスプレイ
アダプタ

タッチパネル
パソコン

ドットインパクト
プリンタ

【受付２台タイプ】

電話機 ナンバー
ディスプレイ
アダプタ

タッチパネル
パソコン

ドットインパクト
プリンタ

【受付３台タイプ】

導入イメージ



８.お客様の声 帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

東京都　ラーメン店様

「オールインワンパソコンで導入したので、

スペースをとらなくて良いです。 狭い厨房

の中でも、セットできました。」 

神奈川県　そば店様

「市販の小型タッチパネルパソコンを利用

して導入しました。 置き場所が狭くて設置

できるか心配でしたが、上手に配置してい

ただきました。」
愛知県　寿司店様

「愛知県のチェーン店ですが、遠くても

　365日サポートされるので安心。」

東京都　カレー店様

「新規開店後、順調に売上が伸びてきたの

で1台増設しました。 プリンターを共有し

てセットアップしたので、大変低いコスト

で導入できました。」 
兵庫県　寿司店様

「2店舗目出店の際、従来のシステムから、

安くて安心なデリシャスに替えました。」

東京都　カレー店様

「新規開店で、デリシャスライトを導入し

ました。市販のタッチパネルパソコンを利

用して、低予算でシステムを入れ替えるこ

とが出来ました。」

富山県　回転寿司店様

「宅配に参入することになったが、レジの

横にスペースが無い。 省スペースなので、

場所が無くても設置できたのが良かった。」 

大阪府　宅配弁当店様

「手書き伝票でリピーターの対応に困って

いました。　パソコンは今まで使ったこと

がなく全くの素人でしたが、これなら使え

そうと思い、導入しました。
東京都　寿司店様

「立ちの寿司屋なので受注は職人が行って

います。 パソコンを知らなくても大丈夫。 

操作が楽なのが良い。」 



帝都産業株式会社
デリバリー産業を全方向からサポートする

●忙しい時ほど「デリシャス」は楽々! !

●売れるお店がさらに売れるお店へステップアップ! !

デリシャスのお申込み・お問い合わせは下記へお願いいたします。

帝都産業株式会社

mail : teito@teito-co.com

電話 : 042-679-6088

担当 : 大滝


