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店内飲食向けモバイルオーダー「ゲッ注（げっちゅう）」、LINE ミニアプリ版を提供開始。
新規導入キャンペーンとして一部費用のキャッシュバックを実施します。
飲食店向け POS レジ機能（以下、POS）を提供するでん票くん共同事業体（アロハス株式会社と株式会社グロ
ーカリズムの 2 社ジョイントベンチャー）は、来店されたお客様のスマホから注文を受け付けるモバイルオーダ
ー「ゲッ注」の LINE ミニアプリ版を 2021 年 5 月より提供開始いたします。
2020 年 7 月にリリースしたモバイルオーダー「ゲッ注」はコロナ禍における非接触推奨・ディスタンス確保お
よび DX 推進ツールとして個人事業主や中小企業が経営する飲食店での導入が拡大しております。テーブルオー
ダーを通じ生まれるオンラインでの接点を CV 率の向上や次回来店促進につなげる目的で、LINE 公式アカウント
と連動した「ゲッ注」LINE ミニアプリ版を 5 月末にリリースいたします。
■「ゲッ注」LINE ミニアプリ版リリースの背景
外出自粛要請もありお客様とのリアルな接点が減少するなか、接点の創出と継続的なコミュニケーションを行
う CRM の重要性が高まっています。国内で月間 8800 万人以上*が利用する LINE ユーザーの基盤があり、且つ無
料で開設でき手軽に運用をはじめられる LINE 公式アカウントを採用される飲食店が増えております。また一方
で飲食店が抱える課題として公式アカウントの友だちの獲得に苦心しているというお声が多いのも事実です。
モバイルオーダー「ゲッ注」LINE ミニアプリ版では各テーブルの QR コードを起点に生まれるお客様との新たな
タッチポイントを注文操作だけで終わらせず、LINE 公式アカウントへの友だち登録へつなげます。モバイルオー
ダー「ゲッ注」LINE ミニアプリ版と CRM を担う LINE 公式アカウントと連携することで飲食店の LTV 増大に貢献
します。
*2021 年 3 月時点
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■「ゲッ注」LINE ミニアプリ版の機能について
2020 年 7 月にリリースしたモバイルオーダー「ゲッ注」は今回の LINE ミニアプリ版のサービス開始に合わせ、
2 度目となるバージョンアップを実施いたします。コロナ禍における飲食店経営の現場のお声を機能に反映しま
した。モバイルオーダー「ゲッ注」LINE ミニアプリ版は以下の 5 つのユニークな機能を有しています。
【１】 アプリダウンロード不要。紙または端末に表示された QR コードから注文画面にアクセス
【２】 モバイルオーダーの利用開始と共に LINE 公式アカウントへの友だち登録もスムーズに促進
【３】 同一 QR コードから複数ユーザーのアクセス、注文が可能。同一 QR コードから複数の友だち獲得も
【４】 QR コード発行時に、注文受付対象のカテゴリー設定が可能（ランチのみ、アルコール以外など）
【５】 QR コード発行時に、ラストオーダーの時間設定が可能（変化する時短営業 L.O.に対応）
飲食店を利用するお客様はご自身のスマホにインストールされている LINE または QR コードリーダーから卓上の
QR コードを読み取り、注文画面にアクセスします。各テーブルに専用端末を設置する必要はありません。また全
卓一括 QR コード発行、注文履歴の表示、アルコール提供のための年齢確認画面の表示など、利用店舗様からの
改善要望にお応えし、テーブルオーダーに必要な機能が充実しております。詳細は HP にてご確認ください。
■「ゲッ注」LINE ミニアプリ版の利用料金と新規導入キャンペーンのご案内
モバイルオーダーシステム「ゲッ注」、
「ゲッ注」LINE ミニアプリ版は個人事業主や中小企業の飲食店が導入し
やすい、月次単位契約・月額システム利用料 11,000 円（税込）にて提供いたします。大手外食企業が利用するサ
ービスと同程度の機能を低価格で利用することができます。新規でお申し込みの場合は、POS・オーダーエントリ
ーシステム機能を有する「でん票くん」の基本契約が別途必要となります。
（※基本契約月額 1,100 円～3,300 円
税込。12 ヵ月契約更新。）また注文伝票や QR コードほかレシートや領収書の印刷には、スター精密株式会社製プ
リンターMCP31L、MCP31LB など専用の機器が必要となります。
この度、
「ゲッ注」LINE ミニアプリ版のサービス開始を記念し、新たに「ゲッ注」LINE ミニアプリ版を導入され
る店舗様を対象に、1 店舗あたり最大 2 台まで専用プリンター（スター精密製 MCP31L）の購入費用をキャッシュ
バックする「新規導入キャンペーン」を実施します。キャッシュバック適用には「ゲッ注」LINE ミニアプリ版の
12 ヵ月の利用契約申込みと LINE 公式アカウントの開設が必要となります。申込み締め切りは 21 年 6 月 15 日。
キャッシュバックとなるプリンター台数に限りがあり、締切り期日前の受付終了となる場合がございます。予め
ご了承ください。詳細条件は HP よりお問い合わせください。
さらに先着 100 店舗様に限り「ゲッ注」LINE ミニアプリ版の初期設定費用（33,000 円税込を予定）を無料と
します。2021 年 6 月末日までに「ゲッ注」
、
「ゲッ注」LINE ミニアプリ版をお申込みの場合、はじめの 3 か月間
を特別料金（利用料半額の月 5,500 円税込）にてご利用いただけるキャンペーンも実施しております。この他コ
ロナに関連した各種補助金を活用される店舗様も多数ございます。ご興味のある店舗様は、お早めにお問い合わ
せください。
■でん票くんのご紹介
クラウド型ウエブ POS システム。スマホ、タブレットや PC の OS を問わず Safari や Chrome などのモダンブラウ
ザを利用する POS レジ、オーダーエントリーシステムです。2013 年よりサービスを開始。店舗の規模や業態に応
じた柔軟な機器構成で安価な初期導入費用を実現。月額利用料金も 1,100 円税込～という手軽な価格設定であり
ながら、飲食業に必要な汎用性の高い機能を網羅した POS・オーダーエントリーシステムとして、個人や家族経
営の中小規模の飲食店様に支持されています。でん票くんの各種伝票やレシートの印刷には国内をはじめ北米、
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欧州、アジアにおいて POS 用小型プリンター市場での高いシェアを誇るスター精密株式会社様（本社 静岡県静
岡市）の Star web PRNT および CloudPRNT 規格に対応した機種（MCP31L、MCP31L）を採用しています。
詳細、お問い合わせはでん票くんホームページよりどうぞ。
■LINE ミニアプリとは
LINE ミニアプリは、
「LINE」アプリ上で企業の自社サービスを提供可能にするウェブアプリケーションです。
「アプリダウンロードや煩雑な会員登録が不要」
「LINE アプリ内外からクイックな起動」
「重要なお知らせを LINE
のトークで確実に通知」など、LINE ミニアプリならではの特長で“快適なサービス体験”をユーザーに提供でき
ます。
【関連情報 URL】
でん票くんホームページ https://denpyo-kun.com/
でん票くん Facebook https://www.facebook.com/denpyokun/
LINE ミニアプリ https://www.linebiz.com/jp/service/line-mini-app/
■この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
アロハス株式会社 TEL 0467-61-1433
E メール

info@denpyo-kun.com

電話受付対応時間 10 時～18 時
■アロハス株式会社 概要
代表取締役：吉原 亘
設立：2005 年 10 月 3 日
所在地：〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下 4 丁目 6 番 30 号
事務所：〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ケ浜 1-5-12 由比ヶ浜フラッツ 1-5
T E L：0467-61-1433
U R L ：http://www.alohas.jp/
メールアドレス ：info@alohas.jp
■株式会社グローカリズム 概要
代表取締役：川戸 裕佑
設立：2011 年 6 月 9 日
所在地：〒247-0064 神奈川県鎌倉市寺分 2-25-1
事務所：〒249-0003 神奈川県逗子市池子 2-27-18
U R L ：https://glocalism.co.jp
◎商標について
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。iPad、iPhone のロゴ Safari、Mac OS は、米国および他
の国々で登録された Apple Inc.の商標です。Android および Android ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロ
ゴは、Google LLC の商標または登録商標です。
以上
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