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本書はJ-Mupsセンターに接続するLane/5000の操作方法や設定方法をまとめた
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お使いになる前

1.1　安全上の注意

※1 : 「重傷」とは失明や、けが、やけど ( 高温・低温 )、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、 および治療に入院・長期の
　　　通院を要するものをさします。
※2 : 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 
※3 : 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

警告

注意

禁止事項

強制事項

接触禁止 分解禁止

強制 プラグを抜く

記号・表示 意味

■ 記号、表示の意味

人体の危険につながるような注意事項を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷 (※1) を負う
可能性が想定される内容を示しています。

けがや損害につながるような注意事項を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 (※2) を負う可能性
または、物的損害 (※3) が発生する可能性が想定される内容を示しています。

●は、必ずしてほしい行為 ( 強制事項 ) を示して
います。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵
や文章で示しています。

○は、してはいけない行為 ( 禁止事項 ) を示して
います。具体的な禁止内容は、 ○の中や近くに絵
や文章で示しています。

お買い上げいただきました製品 (本機 ) および取扱説明書には、お使いになる方や他の人々への危害と
財産の損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を示して
います。 使用している記号、表示には次のような意味があります。
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お使いになる前

●落とさない・強い衝撃を与えない 
本端末、ケーブル類、AC アダプタを落としたり、強い衝撃を与えたりしな
いでください。感電や火災の恐れがあります。 落としたり、強い衝撃を与え
たりした場合には、すぐに電源を切って、ご契約している POSベンダー等に
ご連絡ください。

●水をかけたり、ぬらしたりしない
本端末に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。 感電や火災の恐れが
あります。

●加熱しない
本端末、ケーブル類、AC アダプタを加熱したり、火の中に投げ込んだりし
ないでください。また、車の中 (特にダッシュボードなど、直射日光のあた
るところ ) や炎天下など、高温になる場所に放置しないでください。火災
の恐れがあります。

●AC コードを傷つけない
AC アダプタの AC コードを傷つけたり、加工したり、重いものを乗せた
りしないでください。また、AC コードを布でくるんだ状態で使用しない
でください。感電や火災の恐れがあります。

●AC コードを束ねない
AC アダプタの AC コードを束ねないでください。発熱や火災の恐れがあ
ります。

警告

禁止事項

記号・表示 意味

ここに記載された内容を守らないと、人体の危険につながる場合があります。 
感電や火災など人体の危険につながるような事故の原因となりますので、内容をよくお読み
いただき正しくお取り扱いください。

●水や飲み物などの近くでは使用しない
本端末、ケーブル類、および AC アダプタを水や飲み物などの近くで使用
しないでください。水や飲み物などがかかると、感電や火災の恐れがあり
ます。 水や飲み物などがかかった場合には、すぐに電源を切ってご契約し
ている POSベンダー等にご連絡ください。

●引火や爆発の恐れがある場所では使用しない
プロパンガスやガソリンなどの引火性ガスが発生する場所では使用しない
でください。火災の恐れがあります。

●高精度な電子機器の近くでは使用しない
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器 ( 補聴器、 ペースメーカ、
その他医療用電気機器、火災報知機、自動ドア、その他自動制御装置 )
の近くでは、本端末の電源を切ってください。電子機器が誤作動するな
どの影響を与える恐れがあります。 ペースメーカ、その他医療用電気機器
をご使用される方は、 当該の各医療用電気機器メーカまたは販売業者に、
電波による影響をご確認ください。
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お使いになる前

接触禁止

分解禁止

強制

●ぬれた手でコンセントに触らない
ぬれた手でコンセントに触らないでください。感電の恐れがあります。

●分解・改造・焼却しない
本端末、ケーブル類、および AC アダプタを、分解したり、改造したり、焼
却したりしないでください。感電や火災の恐れがあります。

記号・表示 意味

●作業は電源を切ってから行う
電源を切ってから行ってください。感電の恐れがあります。

●表示された電源電圧で使用する
AC アダプタなどは、機器に表示されている電源電圧で使用してください。
感電や火災の恐れがあります。

●雷に注意する
屋外で使用中に雷が鳴りだした場合には、すぐに電源を切って、安全な場所
に移動してください。感電の恐れがあります。

プラグを抜く

●煙・臭い・音に注意する
煙が出たり、変な臭いがしたり、変な音がしたりしたら、 すぐに電源を切り
電源プラグを抜いてください。感電や火災の恐れがあります。 その後、ご契
約している POS ベンダー等にご連絡ください。
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お使いになる前

禁止事項

●本書に記載のないことは行わない
本書に記載のないことは行わないでください。また、本書で説明されてい
ない本端末の箇所をいじらないでください。万一、本端末内に登録されて
いるデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

●上に物を置かない・押さえつけない
本端末の上に物を置いたり、押さえつけたりしないでください。本端末が
破損する恐れがあります。

記号・表示 意味

●幼児や子供の触れるところに置かない
本端末を子どもに使わせたり、幼児の手の届くところに置かないでくだ
さい。感電やけがの原因になることがあります。

ここに記載された内容を守らないと、けがや損害につながる場合があります。 
内容をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。注意

●破棄する場合
ご使用者が自ら処理いただくか、市町村または市町村長の許可を受けた一
般廃棄物処理業者に処理・処分を委託してください。

●落とさない・衝撃を与えない
本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 本端末には、精密
センサが内蔵されています。 衝撃によって精密センサが壊れてしまうと、
本端末が正常に動作しなくなる恐れがあります。

●勝手に修理しない
本端末を勝手に修理しないでください。正常に動作しない場合には、ご
契約している POS ベンター等へご連絡ください。

●不良カードを使用しない
次のような不良カードは、使用しないでください。
- セロテープなどが貼ってあるカード
- 金属箔、金属板、導電体などの異物がついているカード
- 折れたり、反ったり、曲がったりしているカード
- 破れているカード
- 磁気情報が壊れているカード

●磁気カードリーダにカード以外を通さない
磁気カードリーダには、カードまたはクリーニングカード以外のものを
通さないでください。特に、金属類は挿入しないでください。

●IC カード挿入口にカード以外を挿入しない
IC カード挿入口には、カードまたはクリーニングカード以外のものを
挿入しないでください。特に、金属類は挿入しないでください。
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お使いになる前

記号・表示 意味

●液晶ディスプレイの破損に注意する
液晶ディスプレイの内部の液には、刺激性の物質が含まれています。液晶
ディスプレイが破損して、液が流れ出してしまった場合には、絶対に口に
入れないでください。誤って口に入れてしまった場合には、流水で 15 分
以上洗浄した後に医師に相談してください。皮膚に付着してしまった場
合には、流水で 15 分以上洗浄してください。

●AC アダプタは専用品を使用する
AC アダプタは、専用品を使用してください。専用品以外を使用すると、
電圧や電流容量などの差異によって本端末が故障する原因となります。

強制
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お使いになる前

1.2　使用上のお願い

本機を正しくご使用いただくために、次の点をお守りください。

●本端末の使用環境について
本端末を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。感電、 火災、故障の原因
となります。
　・静電気、ほこり、湿気の多い場所
　・温度 0~50°C( 長期保管の場合は 0~20°C を推奨 ) の範囲を超える場所
　・湿度 20~85% の範囲を超える場所 ( サウナなど )
　 ・直射日光の当たる場所 ( 車のダッシュボードなど )
　 ・火気の周辺、または熱気のこもる場所
　・薬品などの近く
　・冷暖房器具の近く
　・漏水、漏電の危険がある場所
　・強い磁界が発生する場所
　・テレビ、ラジオ、コードレス電話機などの近く
　・電波を発する機器の近く（他の非接触カード端末等からは 15cm 以上離す）
　・防犯ゲートの近く（250cm 以上離す）
　・補聴器、ペースメーカ、その他医療用電気機器の近く
　・火災報知機、自動ドア、その他自動制御装置などの近く
　・その他、電波の使用を禁止された場所

●本端末の清掃について
本端末が汚れてしまった場合は、きれいな乾いた布で拭いてください。汚れがひどい場合は布に水
または洗剤を含ませて、固く絞ってから汚れた部分を拭いてください。 なお、本端末清掃の際には
ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤や、 薬品科学ぞうきんは使用しないでください。
変形、変色、故障の原因となります。 また、清掃用スプレー ( 可燃性物質を含むもの ) も使用しな
いでください。 ご使用の清掃用スプレーが可燃性かどうかについては、清掃用スプレー現品をご確
認いただくか、清掃用スプレーメーカにご確認ください。

●本端末の故障について
本端末が故障した場合には、ご契約している POS ベンダー等にご連絡ください。
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お使いになる前

1.3　付属品の確認

本機には以下の付属品がございます。
※環境により使用しない付属品がございます。
※同梱物に不足があった場合はご契約の POSベンダー等へご連絡お願い致します。

・端末本体　Lane/5000

・電源ケーブル

・ユーザーガイド
・操作ガイド（簡易版）
・セルフセッティングマニュアル
・ユニーク ID記入用ステッカー

・Magic Box

・電子サインペン

・ACアダプタ 

・UPM ( ポールスタンド )専用
　アタッチメント

UPM (ポールスタンド)をご利用の加盟店
様にてポール取付の際に必要となります。
加盟店様にて別途ポールスタンドをご用意
いただく場合は、不要な付属品となります。

本ケーブルはMageicBox - POS 間の接続形態が
RS232ケーブルの加盟店様にて必要となります。

　

・POS連動ケーブル（RS232ケーブル）

Lane/5000 機器一式に含まれるもの

別途お申し込みが必要なもの

環境により使用しない付属品
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お使いになる前

1.4　本端末の仕様

本端末の仕様は以下のとおりです。

プロセッサ

機種名

接続 I/F 

メモリ

磁気リーダー

接触 ICリーダー

非接触 ICリーダー 

ディスプレイ

SAMポート 3スロット

1スロット

ISO/IEC 14443　Type A/B　FeliCa Mクラス

キーボード

スピーカー

ビデオ  

電源 

PCI PTS  

寸法・重量  

5.x 準拠　（PINシールド装備）

Lane/5000

機種名 Magic Box

Cortex A5

512MB RAM / 512MB Flash
マイクロSDカード挿入可能（32GBまで）

ISO 7810/7811/7813
トラック 1/2　デュアルヘッド

LANポート

1スロットRS232ポート

2スロット（ホスト×1、スレイブ ×1）USBポート

Magic Box

端末 Lane/5000

ISO 7816, EMV Level 1 準拠

カラー液晶　3.5インチ
HGVA (480×320 pixels)
タッチスクリーン（指・スタイラス双方可能）

USB（ホスト）×2　USB（スレイブ）×1　RS232 ×1

数値キー（0～ 9, 機能キー×2）
確定・取消・バックキー x 各 1　バックライト付

ステレオスピーカー

H.264 codec

USB： 5V 600mA※
※上位端末からUSB 給電するためには5V max600mAが必要です。
RS232：12V　Ethernet：IEEE 802.3af に準拠

タテ： 189mm　ヨコ： 111mm　高さ： 48mm　
350g

寸法・重量  タテ： 100mm　ヨコ： 45mm　高さ： 25mm　
330g（ケーブル込）

1 2 3

4 5 6

7

F #.,*
8

0

9

QZ ABC DEF

GHI JKL MNO

PRS TUV WXY

× < ○
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ケーブルの長さ  186cm（箱の接続部からMagic Box 接続プラグまで）

付属品名 ACアダプタ

AC アダプタ

寸法・重量  タテ： 120mm　ヨコ： 48mm　高さ： 32mm　
188g（ケーブル込）

ケーブルの長さ  182cm（両端プラグ含）

付属品名 電源ケーブル

電源ケーブル

重量  101g

ケーブルの長さ  152cm（両端プラグ含）

付属品名 POS 連動ケーブル（RS232 ケーブル）

POS 連動ケーブル（RS232 ケーブル）

重量  47g
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●端末本体　Lane/5000

タッチペン

ICカード挿入口

各部の名称

キー表示 キー名称 機 能

０～９ 数字キー  数字・文字を入力する時に使用します。

○（緑） 確定キー  数字・文字を確定する時や処理を実行する時(センタとの通信時など)に
 使用します。

×（赤） リセットキー  文字や数字を取り消す時や処理を戻したり、中断する時に使用します。

←（黄） 訂正キー  文字や数字を訂正する時に使用します。

磁気カードリーダー

ディスプレイ＆
タッチパネル

操作キー

非接触カード読み取り部

お使いになる前

1.5　各部の名称

1 2 3

4 5 6

7

F #.,*
8

0

9

QZ ABC DEF

GHI JKL MNO

PRS TUV WXY

× < ○
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●Magic Box

お使いになる前

1スロット
1スロット
2スロット

ポート ポート数

LANポート
RS232ポート
USBポート

ETH DC-IN RS232

USB1 USB2

端末裏面の差込口へ接続
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各部の名称

お使いになる前

1.6　カードの読み取り方法

カード（磁気・IC）の読み取り方法を説明します。

●磁気カードの読み取り
・磁気カードリーダーに磁気カードを差し込み
矢印の方向に上から下へ引いてください。

・カード底面を密着させたまま引いてください。
・一定の速度で引いてください。
・カードは途中から入れず、カードリーダー
上部にカードの端を合わせてから引いて
ください。

●ICカードの挿入／抜き取り
・ICチップを上側にして ICカードスロットに
挿入します。

・カードは奥まで確実に挿入してください。
・画面の指示に従い ICカードを抜き取って
ください。

・処理が終わるまで ICカードは抜かないで
ください。カードが使えなくなる恐れが
あります。

磁気カード

磁気カードリーダー

ICカード
挿入方向

抜き取り方向
ICカードスロット
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第2章　お使いになる時
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お使いになる時

2.1　基本的な使い方（1日のながれ）

基本的な使い方（1日のながれ）を説明します。

・電源が入っていることを確認します。
・モード選択画面（TOP画面）を表示します。

・端末プログラム自動更新処理
端末の電源を入れた際に、 下図のような端末プログラム自動更新処理が行われる場合があります。
この処理が終わるまで端末の電源はそのままし、 端末の操作はお控えください。

・カード決済業務を行います。
・各業務の詳細な操作方法は「第３章 J-Mups の操作」を参照してください。

・毎日日計を実施してください。
・二重請求、 誤請求、 請求もれを確認する場合は、 中間計を印字して確認してください。
・日計の印字は一度のみです。再度同じ日計を印字する時は「再印字」を行ってください。
＜注意＞
長時間こ使用にならないときは必す電源プラグを抜いてください。

開店前

営業中

閉店後

→

※画面はご契約内容により表示される内容が異なります。
モード選択画面（TOP画面）の例
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お使いになる時

2.2　基本的な業務（クレジット）

この表は、本端末で操作できる基本的な業務（クレジット）を説明したものです。
操作の詳細は各ページをご覧ください。
※ご契約内容により、本項目は表示されない場合があります。

モード 業務 概要

業務

売上

取消／返品

オーソリ予約

承認後売上

カードチェック

日計

日計

伝票

中間計

P.008

P.023

P.024

P.025

P.026

P.036

P.041

P.042

P.039
集計

再印字

詳細ページ

お客様がクレジットカードで商品やサービスを購入され
る時に行う業務です。
お客様がクレジットカードで購入された商品やサービス
の取引・返品を行う業務です。
お客様からのカード提示の際に、 売上に先立って利用額
分の承認を得ることにより、 クレジットカード会社がお
客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取り
を行う業務です。
売上で「保留」となり、 電話等でクレジットカード会社
から承認を得た後に行う業務です。
お客様が提示したクレジットカードの有効性を確認する
業務です。

J-Mups センタに保存されたデータを再印字する業務で
す。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを再印字
する業務です。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを印字す
る業務です。
日計前のお取引データを随時印字する業務です。集計結
果をリセットしません。

16



お使いになる時

2.3　基本的な業務（銀聯）

この表は、本端末で操作できる基本的な業務（銀聯）を説明したものです。
操作の詳細は各ページをご覧ください。
※ご契約内容により、本項目は表示されない場合があります。

モード 業務

業務

売上

取消

概要

オーソリ予約

承認後売上

オーソリ予約取消

日計

日計

伝票

中間計

P.028

P.029

P.030

P.032

P.031

P.033

P.037

P.041

P.042

P.040
集計

再印字

詳細ページ

お客様が銀聯カードで商品やサービスを購入される時に
行う業務です。
お客様が銀聯カー ドで購入された商品やサービスを取消
を行う業務です。
お客様からのカード提示の際に、 売上に先立って利用額
分の承認を得ることにより、 銀聯金融機関がお客様に割
り当てている与信限度額（口座残高）から利用額分の枠
取りを行う業務です。
オーソリ予約により承認を得た後に行う売上業務です。
お客様が銀聯カードでオーソリ予約により枠取りされた
与信金額の取消を行う業務です。

承認後売上取消 お客様が銀聯カードで承認後売業務により購入された商
品やサービスを取消を行う業務です。

J-Mups センタに保存されたデータを再印字する業務で
す。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを再印字
する業務です。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを印字す
る業務です。
日計前のお取引データを随時印字する業務です。取引デ
ータは削除されません。
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お使いになる時

2.4　基本的な業務（電子マネー）

この表は、本端末で操作できる基本的な業務（電子マネー）を説明したものです。
操作の詳細は各ページをご覧ください。
※ご契約内容により、本項目は表示されない場合があります。

電子マネーには先にチャージを行ってから支払を行うプリペイド型、購入後に支払を行うポストペイ型
の 2種類があります。
・プリペイド型電子マネー：WAON、nanaco、楽天 Edy、交通系 IC
・ポストペイ型電子マネー：iD、QUICPay

モード 業務

業務

支払 /売上

取消

概要

残高照会

チャージ

チャージ取消

前回取引確認

日計

日計

伝票

中間計

P.036
P.044

P.038
P.045

P.036

P.040

P.041

P.042
P.046

P.054

P.059

P.060

P.058
集計

再印字

詳細ページ

お客様が電子マネーで商品やサービスを購入される時に
行う業務です。プリペイド型電子マネーの場合は支払、
ポストペイ型電子マネーの場合売上と呼び分けています。

お客様が電子マネーで購入された商品やサービスの取引
の取消を行う業務です。
電子マネーにチャージされている残高を確認する業務で
す。（プリペイド型電子マネーのみ）

電子マネーに指定された金額をチャージする業務です。
（プリペイド型電子マネーのみ）

指定されたチャージを取消す業務です。
（プリペイド型電子マネーのみ）

履歴照会 /
照会・履歴出力

電子マネー取引の履歴を確認する業務です。
電子マネーの種類により呼び分けています。

J-Mups センタに保存されたデータを再印字する業務で
す。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを再印字
する業務です。

J-Mups センタに保存された１日の集計データを印字す
る業務です。

前回行った取引を確認する業務です。

日計前のお取引データを随時印字する業務です。取引デ
ータは削除されません。
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第3章　J-Mupsの操作
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J-Mupsの操作

3.1 クレジット業務

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. 支払方法を選択します。

6. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

7. お客様にサインをいただきます。

9. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

8. 自動的に伝票が印字されます。

3.1.1　クレジット売上（磁気カード）
お客様がクレジットカード（磁気カード）で商品やサービスを購入される時に行う業務です。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。
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3.1.2　クレジットカード（ICカード）
お客様がクレジットカード（ICカード）で商品やサービスを購入される時に行う業務です。

J-Mupsの操作

3. IC カードスロットにカードを読ませます。

4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. 支払方法を選択します。

7. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

9. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

8. 自動的に伝票が印字されます。
1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

6. お客様に暗証番号を入力していただき 
　 【確定】をタッチします。
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3.1.3　支払方法の詳細

＜一括払い＞

J-Mupsの操作

2. IC カードの場合、お客様に暗証番号を
　入力していただき 【確定】をタッチします。

3. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

5. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

4. 自動的に伝票が印字されます。

1. 支払方法【一括】をタッチします。

2. IC カードの場合、お客様に暗証番号を
　入力していただき 【確定】をタッチします。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

7. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

6. 自動的に伝票が印字されます。

1. 支払方法【分割】をタッチします。
＜分割＞

3. 分割回数を入力し【確定】をタッチします。

4. 支払開始月を入力し【確定】をタッチします。
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＜ボーナス＞

J-Mupsの操作

2. IC カードの場合、お客様に暗証番号を
　入力していただき 【確定】をタッチします。

3. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

5. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

4. 自動的に伝票が印字されます。

1. 支払方法【ボーナス】をタッチします。

2. IC カードの場合、お客様に暗証番号を
　入力していただき 【確定】をタッチします。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

7. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

6. 自動的に伝票が印字されます。

1. 支払方法【ボーナス併用】をタッチします。
＜ボーナス併用＞

3. 分割回数を入力し【確定】をタッチします。

4. 支払開始月を入力し【確定】をタッチします。
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＜リボルビング＞

J-Mupsの操作

2. IC カードの場合、お客様に暗証番号を
　入力していただき 【確定】をタッチします。

3. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

5. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

4. 自動的に伝票が印字されます。

1. 支払方法【リボルビング】をタッチし
　ます。
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3.1.4　　クレジット取消／返品
お客様がクレジットカードで購入された商品やサービスの取消・返品を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. クレジットカードを読ませます。

4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

6. 金額を入力し【確定】をタッチします。

7. 支払方法を選択します。

8. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチします。

10. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

9. 自動的に伝票が印字されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【取消返品】をタッチし
　ます。
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3.1.5　クレジットオーソリ予約
お客様からのカード提示の際に、売上に先立って利用額分の承認を得ることにより、クレジット
カー ド会社がお客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取りを行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

7. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

6. 自動的に伝票が印字されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【オーソリ予約】をタッチ
　します。
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3.1.6　クレジット承認後売上
売上で「保留」となり、 電話等でクレジット会社から承認を得た後に行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 承認番号を入力し【確定】をタッチします。

5. 金額を入力し【確定】をタッチします。

7. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

9. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

8. 自動的に伝票が印字されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【承認後売上】をタッチ
　します。

6. 支払方法を選択しタッチします。
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3.1.7　カードチェック
お客様が提示したクレジットカー ドの有効性を確認する業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. カード情報を確認し【確定】をタッチします。

6. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

5. 自動的に伝票が印字されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【カードチェック】をタッ
　チします。
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3.1.8　マニュアル入力
お客様が提示したクレジットカードがキズなどによって読み取れない時に行う操作です。
ただしクレジットカードによってはマニュアル入力できない場合がありますのでクレジット
カード会社にお問い合わせください。

J-Mupsの操作

3. カードを読ませる画面で【マニュアル】
　 をタッチします。

4. カード番号を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

5. 有効期限を入力し【確定】をタッチします。

6. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

7. 支払方法を選択します。

8. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。
9. お客様にサインをいただきます。

11. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

10. 自動的に伝票が印字されます。
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J-Mupsの操作

3.2 銀聯業務

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

8. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

7. 自動的に伝票が印字されます。

3.2.1　銀聯売上
お客様が銀聯カードで商品やサービスを購入される時に行う業務です。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

6. 暗証番号を入力し【確定】をタッチします。
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3.2.2　銀聯取消
お客様が銀聯カードで購入された商品やサービスの取消・返品を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

5. 承認番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

6. 銀聯番号を入力し【確定】をタッチします。

7. 銀聯送信日時を入力し【確定】をタッチ
　します。

8. 金額を入力し【確定】をタッチします。

9. 取引区分を確認し【取消】をタッチします。

12. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

11. 自動的に伝票が印字されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【取消返品】をタッチし
　ます。

10. 暗証番号を入力し【確定】をタッチします。
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3.2.3　銀聯オーソリ予約
お客様からのカード提示の際に、売上に先立って利用額分の承認を得ることにより、銀聯金融機
関がお客様に割り当てている与信限度額（口座残高）から利用額分の枠取りを行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

4. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

8. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

7. 自動的に伝票が印字されます。1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【オーソリ予約】をタッチ
　します。

6. 暗証番号を入力し【確定】をタッチします。
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3.2.4　銀聯オーソリ予約取消
お客様が銀聯カー ドでオーソリ予約により枠取りされた与信金額の取消を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【オーソリ予約取消】を
　タッチします。

4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

5. 承認番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

6. 銀聯番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

7. 銀聯送信日時を入力し【確定】をタッチ
　します。

8. 金額を入力し【確定】をタッチします。

9. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

12. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

11. 自動的に伝票が印字されます。

10. 暗証番号を入力し【確定】をタッチします。
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3.2.5　銀聯承認後売上
オーソリ予約により承認を得た後に行う売上業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【承認後売上】をタッチ
　します。

4. 承認番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

5. 銀聯番号を入力し【確定】をタッチしま
　す。

6. 銀聯送信日時を入力し【確定】をタッチ
　します。

7. 金額を入力し【確定】をタッチします。

8. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
　 す。

10. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

9. 自動的に伝票が印字されます。
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3.2.6　銀聯承認後売上取消
お客様が銀聯カードで承認後売上業務により購入された商品やサービスの取消を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. カードリーダにカードを読ませます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチした
のち【銀聯】をタッチします。

2. 業務選択画面で【承認後売上取消】をタッ
チします。

4. 伝票番号を入力し【確定】をタッチしま
す。

5. 承認番号を入力し【確定】をタッチしま
す。

6. 銀聯番号を入力し【確定】をタッチしま
す。

7. 銀聯送信日時を入力し【確定】をタッチ
します。

8. 金額を入力し【確定】をタッチします。

9. 取引内容を確認し【確定】をタッチしま
す。

10. 取引区分を確認し【取消】をタッチします。

12. 印字終了後モード選択画面へ戻ります。

11. 自動的に伝票が印字されます。
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J-Mupsの操作

3.3 電子マネー業務（プリペイド型）

3. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
す。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
ーカードをタッチします。

7. 自動的に印字中画面に遷移します。

8. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

9. 業務選択画面に戻ります。

6. 取引結果画面が表示されます。

3.3.1　支払
お客様が電子マネーで商品やサービスの支払いを行う業務です。

プリペイド型となる WAON、nanaco、楽天 Edy、交通系 ICの説明を行います。
（注）画面イメージは WAON 電子マネーを選択した場合の画像です。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

4. 処理中画面が表示されます。

支払
タッチしてください

ありがとうございました
WAON 支払           ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000

WAON 取引が完了しました
WAON 支払           ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000
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3.3.2　支払（残高不足）
お客様が電子マネーで商品やサービスの支払いを行う業務で、残高不足の場合です。
この場合他の決済方式と併用するか、支払いをキャンセルするかを選択します。

J-Mupsの操作

3. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
す。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
ーカードをタッチします。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【支払】をタッチします。

4. 処理中画面が表示されます。

支払
タッチしてください

7. 中止をタッチした場合、業務選択画面に戻りま
す。併用をタッチした場合、タッチ待ち画面に
遷移して電子マネーを再タッチします。

8. 取引結果画面が表示されます。

6. 取引結果画面が表示されます。
残高不足の為、他の支払い手段と併用するか
どうかをお客様に確認します。

残高が不足しております
併用の要否をお客様にご確認ください

WAON 支払           ¥3,000
WAON 残高           ¥1,000

支払
もう一度、タッチしてください

ありがとうございました
WAON 支払           ¥1,000
WAON 残高       ¥0

9. 自動的に印字中画面に遷移します。

10. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

11. 確定をタッチして業務選択画面に遷移します。

支払はまだ完了していません
他の支払方法をご案内ください
支払残額           ¥2,000
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3.3.3　取消
お客様が電子マネーで商品やサービスの支払いの取消を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
す。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
ーカードをタッチします。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
選択したい電子マネーをタッチします。

7. 自動的に印字中画面に遷移します。

2. 業務選択画面で【取消】をタッチします。

4. 処理中画面が表示されます。

取消
タッチしてください

6. 取引結果画面が表示されます。

8. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

取消

取消

取消

取消

WAON 取引が完了しました
WAON 取消           ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000

取消

9. 業務選択画面に戻ります。
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3.3.4　残高照会
お客様が電子マネーの残高照会を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. 処理中画面が表示されます。

5. 結果画面（所定の残高）が表示されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【残高照会】をタッチし
ます。

4. 処理中画面が表示されます。

6. 業務終了画面が表示されます。

タッチしてください

7. 業務選択画面に戻ります。

ありがとうございました
WAON 残高         ¥17,000
ポイント 8P

WAON 取引が完了しました
WAON 残高         ¥17,000
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3.3.5　チャージ
お客様が電子マネーのチャージを行う業務です。

J-Mupsの操作

4. 処理中画面が表示されます。

3. チャージ金額入力画面で金額を入力し
　 【確定】をタッチします。

6. 取引結果画面が表示されます。1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【チャージ】をタッチし
　ます。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

ありがとうございました
WAON チャージ     ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000

チャージ

チャージ
タッチしてください

チャージ

チャージ

チャージ

7. 自動的に印字中画面に遷移します。

8. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

9. 業務選択画面に戻ります。

WAON 取引が完了しました
WAON チャージ     ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000

チャージ

チャージ
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3.3.6　チャージ取消
お客様が電子マネーのチャージ取消を行う業務です。

J-Mupsの操作

4. 処理中画面が表示されます。

3. 取消すチャージ伝票番号を入力し【確定】
　 をタッチします。

6. 取引結果画面が表示されます。1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【チャージ取消】をタッチ
　します。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

ありがとうございました
WAON チャージ取消   ¥1,000
WAON 残高             ¥17,000

チャージ取消

チャージ取消
タッチしてください

チャージ取消

チャージ

チャージ取消

7. 自動的に印字中画面に遷移します。

8. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

9. 業務選択画面に戻ります。

WAON 取引が完了しました
WAON チャージ取消   ¥1,000
WAON 残高             ¥17,000

チャージ取消

チャージ
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3.3.7　履歴照会
お客様が電子マネーの履歴照会を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. 処理中画面が表示されます。

5. 取引結果画面が表示されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　 選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【履歴照会】をタッチし
　ます。

4. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

タッチしてください

履歴照会

履歴照会

6. 自動的に印字中画面に遷移します。

7. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

8. 業務選択画面に戻ります。

WAON 取引が完了しました
WAON 残高             ¥17,000

履歴照会

履歴照会

ありがとうございました
WAON 残高         ¥17,000
ポイント                 　　8P

履歴照会
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3.3.8　前回取引確認
お客様が電子マネーの前回取引確認を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. 前回取引結果画面が表示されます。
　 確定をタッチして業務選択画面に戻ります。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　 選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で右ボタンをタッチして次
　 ページを表示させ【前回取引確認】をタ
    ッチします。

←
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J-Mupsの操作

3.4 電子マネー業務（ポストペイ型）

3. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

5. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

8. 自動的に印字中画面に遷移します。

9. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

10. 業務選択画面に戻ります。

7. 取引結果画面が表示されます。

3.4.1　売上
お客様が電子マネーで商品やサービスの購入を行う業務です。

ポストペイ型電子マネーとなる iD、QUICPay の説明を行います。
（注）画面イメージは iD電子マネーを選択した場合の画像です。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　選択したい電子マネーをタッチします。

6. 取引金額に応じて PIN 入力が求められる場合
　 があります。

2. 業務選択画面で【売上】をタッチします。

4. 処理中画面が表示されます。
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3.4.2　取消
お客様が電子マネーで商品やサービスの購入を行った後、購入をキャンセルする業務です。

J-Mupsの操作

3. 商品の金額を入力し【確定】をタッチしま
　 す。

4. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【取消】をタッチします。

5. 取引結果画面が表示されます。

6. 自動的に印字中画面に遷移します。

7. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

取消

8. 業務選択画面に戻ります。
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3.4.3　照会・履歴出力
お客様が電子マネーで商品やサービスの支払いの照会を行う業務です。
QUICPay では履歴出力と呼び分けています。

J-Mupsの操作

3. タッチ待ち画面に遷移した後、電子マネ
　 ーカードをタッチします。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
　選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【照会】をタッチします。

4. 取引結果画面が表示されます。

5. 自動的に印字中画面に遷移します。

6. 印字終了後、業務終了画面に遷移します。

7. 業務選択画面に戻ります。
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3.4.4　前回取引確認
お客様が電子マネーで前回の取引確認を行う業務です。

J-Mupsの操作

3. 前回取引結果画面が表示されます。

1. モード選択画面で【業務】をタッチして
選択したい電子マネーをタッチします。

2. 業務選択画面で【前回取引確認】をタッチ
します。

4. 業務選択画面に戻ります。
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J-Mupsの操作

3.5 電子マネー業務（共通）

3. 電子マネーカードを指定時間以内にタッ
チしなかった場合タイムアウトと判定し
て、中止ボタン付きの再タッチ待ち画面
を表示します。

7. 印字終了後、業務終了画面に遷移して、取引未
了を確定します。

8. 確定ボタンをタッチして、業務選択画面に遷移
します。

9. その後前回取引確認処理を行い、今回の取引の
内容を確認します。

6. 自動的に印字中画面に遷移します。

3.5.1　処理未了（中止キー終了型）
WAONのみカードタッチ待ちタイムアウトで未処理リトライが終了しません。中止キーで終了
します。

プリペイド型、ポストペイ型電子マネーに共通の業務処理をまとめます。電子マネーカードの
接触不良、トランザクション中の予期せぬ通信エラーの為、処理未了となる場合があります。
この場合、ユーザに再処理を促すことにより処理を正常に終了できる場合があります。

1. 取引結果画面にサーバからのエラーを表
示し、引き続き印字処理にてエラーコー
 ドを印字します。

5. 3 の操作で電子マネーカードでのタッチを諦め
て中止ボタンを押下した場合、処理未了発生画
面が表示されます。

2. 再処理可能な場合、最初の再タッチ待ち
画面に遷移します。

4. 3 の操作で電子マネーカードを指定時間
以内に正しくタッチしないと、再タッチ
待ち画面（中止ボタン付き）が繰り返し
表示されます。

WAON 支払           ¥1,000
お取り扱いできません

もう一度、タッチしてください
支払

タッチしてください

WAON 取引が完了しませんでした
WAON 支払           ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000

T-ED120
決済が完了しませんでした
残高照会を実施してください

WAON 支払           ¥1,000
WAON 残高         ¥17,000
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3.5.2　処理未了（タイムアウト処理終了付き）
WAON以外の電子マネーの場合、中止ボタン以外に再タッチ待ちのタイムアウトにて、リトラ
イ処理を終了する事ができます。

J-Mupsの操作

3. 電子マネーカードを指定時間以内にタッ
    チしなかった場合タイムアウトと判定し
    て、中止ボタン付きの再タッチ待ち画面
    を表示します。

1. 取引結果画面にサーバからのエラーを表
    示し、引き続き印字処理にてエラーコー
    ドを印字します。

2. 再処理可能な場合、タッチ待ち画面に遷
    移します。

4. 3 の電子マネーカードをタッチするのを
   所定時間以内に行わなかった場合、もしく
   は中止キーを押下した場合、処理未了発生
   画面が表示されます。

5. 印字中画面に遷移します。

6. 業務終了画面に遷移して、処理未了の状態を
    確定します。

7. 確定ボタンタッチ後、業務選択画面に遷移し
   ます。

8. その後前回取引確認処理を行い、今回の取引
    の内容を確認します。
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第4章　集計
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集計

4.1　日計

日計は前回日計出力した時点以降の取引内容を日計票として印字する業務です。
1日の業務の終了時に行い、全ての支払方法による取引データを印字する業務です。
・日計伝票の出力は一度限りとなります。
・日計伝票を再度出力する場合は、再印字を操作してください。
　再印字は「4.3 再印字」を参照してください。

1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【全取引】をタッチします。

2. 集計・全取引画面で【日計】をタッチ
　します。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し【確
　定】キーを押します。

出力形式について：
【簡易】日計総合計、金融機関（カード会
　　　 社）別合計をサマリー表示します。
【詳細】日計総合計、金融機関（カード会
　　　 社）別合計の他、印字対象の取引
　　　 明細を表示します。

5. 全取引日計伝票印字後、しばらくすると自動的に
　開局処理を行ったのちにモード選択画面に戻り
　ます。
　

↓
　

4.1.1 全取引日計
クレジット・銀聯で全取引日計伝票を出力する業務です。
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2. 集計・クレジット画面で【日計】を
　タッチします。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し【確
　定】キーを押します。

5. 日計伝票印字後、モード選択画面に戻り
　 ます。
　

4.1.2　クレジット日計
クレジットカード払いによる取引データの日計伝票を出力する業務です。

1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。
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1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 集計・銀聯画面で【日計】をタッチ
　します。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し【確
　定】キーを押します。

5. 日計伝票印字後、モード選択画面に戻り
　 ます。
　

4.1.3　銀聯日計
銀聯カード払いによる取引データの日計伝票を出力する業務です。
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1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち選択する電子マネーをタッチします。

2. 集計方法選択画面で【日計】をタッチ
　します。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し【確
　定】キーを押します。

5. 日計伝票印字後、モード選択画面に戻り
　 ます。
　

4.1.4　電子マネー日計
電子マネー払いによる取引データの日計伝票を出力する業務です。
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4.2　中間計

1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【全取引】をタッチします。

2. 集計・全取引画面で【中間計】をタッ
　チします。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し【確
　定】キーを押します。

4.2.1 全取引中間計
クレジット・銀聯で全取引中間計の伝票を出力する業務です。

5. 中間計伝票印字後、モード選択画面に戻
　 ります。
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2. 集計・クレジット画面で【中間計】を
　タッチします。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し
　【確定】キーを押します。

5. 中間計伝票印字後、モード選択画面に戻
　 ります。
　

4.2.2　クレジット中間計
クレジットカード払いによる取引データの中間計伝票を出力する業務です。

1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【クレジット】をタッチします。
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1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち【銀聯】をタッチします。

2. 集計・銀聯画面で【中間計】をタッチ
　します。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し
　【確定】キーを押します。

5. 中間計伝票印字後、モード選択画面に戻
　 ります。
　

4.2.3　銀聯中間計
銀聯カード払いによる取引データの中間計伝票を出力する業務です。
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4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

3. 出力形式【簡易】/【詳細】を選択し
　【確定】キーを押します。

5. 中間計伝票印字後、モード選択画面に戻
　 ります。

4.2.4　電子マネー中間計
電子マネー払いによる取引データの中間計伝票を出力する業務です。

1. モード選択画面で【集計】をタッチした
　のち選択する電子マネーをタッチします。

2. 集計方法選択画面で【中間計】をタッチ
　します。
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4.3　再印字

4.3.1 日計
日計伝票を再度出力する業務です。
伝票は前回、前々回の集計を指定して出力することができます。
日計印字後次回集計が行なわれる前までが前回の再印字となります。前々回も同様の定義となります。

1. モード選択画面で【再印字】をタッチし
　たのち、再印字する対象をタッチします。

2. 再印字画面で再印字する業務をタッチ
　します。

4. 出力形式を選択し【確定】キーを押しま
　す。

3. 再印字対象を選択します。

5. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

6. 伝票印字後、モード選択画面に戻ります。
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4.3.2 伝票
お取引した伝票を再度出力する業務です。
伝票は前回の取引き、 伝票番号、 日付を指定して出力することができます。 
日付は過去 180日まで参照可能です。

1. モード選択画面で【再印字】をタッチし
　たのち、再印字する対象をタッチします。

2. 再印字画面で再印字する業務をタッチ
　します。

3. 再印字対象の検索方法を指定します。

4. 伝票の内容を確認し【確定】キーを押し
　 ます。

5. 伝票印字後、モード選択画面に戻ります。

【前回】前回のお取引の場合
【伝票番号】伝票番号を入力する場合
【日付】日付を入力する場合
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設定

5.1　端末設定

5.1.1 通信診断
通信診断（ネットワーク診断）を行う業務です。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【通信診断】を選択してタッチしま
　す。

2. 【ネットワーク診断】を選択してタッチし
　ます。

4. 前画面に戻ります。

3. 【診断】をタッチして診断結果を確認した
　のち 【終了】を選択してタッチします。

診断結果は以下のとおり表示されます。
○・・・診断結果OK
×・・・診断結果NG
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5.1.2 配信設定
配信設定は、本端末にダウンロードされている情報及びダウンロードするサーバ情報を表示しています。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【配信設定】を選択してタッチしま
　す。

2. メニューを選択してタッチします。

　【ソフトウェア配信】
　　ソフトウェアを更新します。
　

　

　【バージョン表示】
　　端末の各種バージョンが表示されます。

　
　【ライセンス表示】
　　FOSS（オープンソースソフトウェア）
　　ライセンスが表示されます。

　

3. メニュー完了後に【確定】キーを押して
　 【配信設定】画面に戻ります。

1_FOSS Licenses overview

ALL FOSS (i.e.: Free and Open Sourse Software)
components delivered in this SDK and listed in section
2 below are under one of the following lisenses:
- GNU General Public License(GPL), v2.0 only
- GNU General Public License(GPL), v2.0 or later
- GNU Lesser General Public Lisence (LGPL) , V2.0 or
Later
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5.1.3 機器設定
機器設定では、画面輝度ならびに各種音量が設定します。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【機器設定】を選択してタッチしま
　す。

2. メニューを選択してタッチします。

　【画面輝度】
　　画面輝度（0-10）の設定ができます。
　

　

　
　【音量設定】
　　ブサー音、操作音、PIN 入力音の
　　音量設定（0-100%）ができます。

　

　
3. メニュー完了後に【確定】キーを押して
　 【機器設定】画面に戻ります。
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5.1.4 磁気カード読取
磁気カード読取テストを行います。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【磁気カード読取】を選択してタッ
　チします。

2. 磁気カードリーダにカードをスワイプ
　します。

3. 読取り結果が表示されます。

4. テスト完了後に【戻る】キーを押して
　 【機器設定】画面に戻ります。

磁気カード

磁気カードリーダー
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5.2　業務

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【業務】を選択してタッチします。

2. 業務画面で【パラメータ表示】を選択し
　てタッチします。

5.2.1 パラメータ表示
各種パラメータ表示を行う業務です。

3. メニューを選択してタッチします。

　【端末設定情報】
　　端末設定情報を表示します。
　　【確定】を押して印字を開始します。
　

　

　
　【カード会社一覧】
　　カード会社一覧を表示します。
　　【確定】を押して印字を開始します。

　

　

　【端末サービス設定表示】
　　端末サービス設定を表示します。
　　【確定】を押して印字を開始します。

　

4. メニュー完了後に【確定】キーを押して
　 業務画面に戻ります。
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5.2.2 英字伝票設定
クレジット伝票の英字印字を設定します。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【業務】を選択してタッチします。

2. 業務画面で【英字伝票設定】を選択し
　てタッチします。

3. クレジット伝票の英字印字の【あり】/
　【なし】を選択してタッチします。

4. 設定完了に業務画面に戻ります。
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5.2.3 氏名印字
氏名印字を設定します。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【業務】を選択してタッチします。

2. 業務画面で【氏名印字】を選択してタッ
　チします。

3. 氏名印字の【あり】/【なし】を選択して
　タッチします。

4. 設定完了に業務画面に戻ります。
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5.2.4 サービスコード
サービスコードチェックの有無を設定します。
サービスコードとはカード発行会社が該当カードに対して定義する磁気ストライプ情報の読み出しの
方法や制約のことを言います。3桁または 4桁の数値で表されます。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【業務】を選択してタッチします。

2. 業務画面で【サービスコード】を選択し
　てタッチします。

3. サービスコードチェック設定の【あり】
　/【なし】を選択してタッチします。

4. 設定完了に業務画面に戻ります。
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5.3　メンテナンス

端末のメンテナンスを行う業務です。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【メンテナンス】を選択してタッチ
　します。

2. パスワードを入力します。
　※パスワードにつきましては、別紙
　「J-Mups アクティベート ID・パスワー
　ドのご案内」をご参照ください。

3. メンテナンス画面でメニューを選択して
　タッチします。
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5.4　トレーニング／本番切替

モードの切替（トレーニング⇄本番）を行う業務です。
トレーニングモードは通常の業務と同等の操作を行うことで、オペレーションの訓練や、オフラインで
業務の流れを確認するためのモードです。
また、業務上異常が発生した際、端末本体とネットワークやセンタとの切り分けを行う場合に、本モー
ドを使用して判断することがあります。
※トレーニングが終わった場合は、必ず本番モードに戻してください。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【トレーニング／本番切替】を選
　択してタッチします。

2. トレーニング／本番が切り替わります。

3. トレーニング／本番を再び切り替える
　ためには、1 から繰り替えします。

［トレーニング］

トレーニングモードの場合、上部が赤く
なり［トレーニング］と表示されます。
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5.5　端末情報表示

端末本体固有の情報を表示します。
端末にインストールされている各ソフトウェア／ファームウェアのバージョンも表示します。

1. モード選択画面で【設定】をタッチした
　のち、【端末情報表示】を選択してタッ
　チします。

2. 端末情報が表示されます。

3. 端末情報確認後に【確定】キーを押して
　 設定画面に戻ります。
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第6章　伝票の印字例
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伝票印字例

6.1　クレジット売上伝票

●＜カード会社控伝票＞の表示例

加盟店名

ご利用日

クレジットカード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥9,999,999
¥9,999,999

¥19,999,999

金額
税・その他

A0000000000000
ATC:0000000000

AID
NO;00

ARC:00

合計金額

ご署名

ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。
<取引区分 >
支払の取引区分（売上、 取消、 返品等）
が印字されます。
<支払区分 >
支払方法（一括、 分割）が印字されます。
<合計金額 >
お客様が購入された商品の合計金額が
印字されます。

<カード会社 >
使用されたクレジットカードを取り扱って
いる会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<商品区分 >
入力された商品コードが印字されます。
<ご案内 >
印字されない場合があります。
<ご署名欄 >
ご署名欄が印字されている場合は、お客様
のサインは必須です。お客様にサインを頂
いてください。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

カード会社控

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

取引区分
売上

支払区分
一括

商品区分
0990

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

カード会社控
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クレジットカード売上票

伝票印字例

●＜お客様控伝票＞の表示例

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

クレジットカード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥9,999,999
¥9,999,999

¥19,999,999

金額 AMOUNT
税・その他 TAX

00258元伝票番号

合計金額
TOTAL AMOUNT

ｶｰﾄﾞ会社
CARD COMPANY
ｶｰﾄﾞ番号
CARD NO
端末番号 TERMINAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。
<取引区分 >
支払の取引区分（売上、 取消、 返品等）
が印字されます。
<支払区分 >
支払方法（一括、 分割）が印字されます。
<合計金額 >
お客様が購入された商品の合計金額が
印字されます。

<カード会社 >
使用されたクレジットカードを取り扱って
いる会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<商品区分 >
入力された商品コードが印字されます。

<ご案内 >
印字されない場合があります。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

お客様控

伝票番号
00250
SLIP NO.

有効期限
xx/xx
EXP DATE

承認番号
876543
APP CODE

取引区分
売上

TRAN TYPE

支払区分
一括

PMT TYPE

商品区分
0990

COM CODE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

お客様控

（英字有）

（英字無）

加盟店名

ご利用日 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

お客様控

¥9,999,999
¥9,999,999

¥19,999,999

金額
税・その他

合計金額

ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

取引区分
売上

支払区分
一括

商品区分
0990

英字無の設定の場合は、
2段目（後ろ）の英字表記は
無くなります。～～ ～～
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伝票印字例

●＜加盟店控伝票＞の表示例

加盟店名

ご利用日

クレジットカード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥9,999,999
¥9,999,999

¥19,999,999

金額
税・その他

A0000000000000
ATC:0000000000

AID
NO;00

ARC:00

合計金額

ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。
<取引区分 >
支払の取引区分（売上、 取消、 返品等）
が印字されます。
<支払区分 >
支払方法（一括、 分割）が印字されます。
<合計金額 >
お客様が購入された商品の合計金額が
印字されます。

<カード会社 >
使用されたクレジットカードを取り扱って
いる会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<商品区分 >
入力された商品コードが印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

加盟店控

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

取引区分
売上

支払区分
一括

商品区分
0990

売場 係員

加盟店控

●＜加盟店本部控伝票＞の表示例

加盟店名

ご利用日

クレジットカード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥9,999,999
¥9,999,999

¥19,999,999

金額
税・その他

A0000000000000
ATC:0000000000

AID
NO;00

ARC:00

合計金額

ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。
<取引区分 >
支払の取引区分（売上、 取消、 返品等）
が印字されます。
<支払区分 >
支払方法（一括、 分割）が印字されます。 <合計金額 >

お客様が購入された商品の合計金額が印字
されます。

<カード会社 >
使用されたクレジットカードを取り扱って
いる会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<商品区分 >
入力された商品コードが印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

加盟店本部控

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

取引区分
売上

支払区分
一括

商品区分
0990

売場 係員

加盟店本部控
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●クレジットカードチェック結果の表示例

加盟店名

ご利用日

カードチェック結果
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

結果 有効

ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。

<カード会社 >
使用されたクレジットカードを取り扱って
いる会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

売場 係員

加盟店控
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6.2　銀聯売上伝票

●＜金融機関控伝票＞の表示例

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

中国銀聯カード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥19,999,999合計金額
TOTAL AMOUNT

金融機関
BANK NAME
ｶｰﾄﾞ番号
CARD NO
端末番号 TERMINAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。 <有効期限 >

個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

金融機関控

伝票番号
00250
SLIP NO.

有効期限
xx/xx
EXP DATE

承認番号
876543
APP CODE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

金融機関控

ご署名
SINGNATURE

銀聯番号
012345

処理通番
654321
TRANS NO

取引内容
売上
TXN TYPE

01/01 12:12:12銀聯送信日時

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消、オーソリ予
約等）が印字されます。

<ご署名欄 >
空白の場合は、お客様のサインをいただい
てください。

<金融機関 >
使用されたカードの金融機関名が印字され
ます。

<銀聯番号 >
銀聯番号が印字されます。
<処理通番 >
処理した通番が印字されます。
<銀聯送信日時 >
お取引の銀聯送信日時が印字されます。

78



伝票印字例

●＜お客様控伝票＞の表示例

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

中国銀聯カード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥19,999,999合計金額
TOTAL AMOUNT

金融機関
BANK NAME
ｶｰﾄﾞ番号
CARD NO
端末番号 TERMINAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。 <有効期限 >

個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

お客様控

伝票番号
00250
SLIP NO.

有効期限
xx/xx
EXP DATE

承認番号
876543
APP CODE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

お客様控

銀聯番号
012345

処理通番
654321
TRANS NO

取引内容
売上
TXN TYPE

01/01 12:12:12銀聯送信日時

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消、オーソリ予
約等）が印字されます。

<金融機関 >
使用されたカードの金融機関名が印字され
ます。

<銀聯番号 >
銀聯番号が印字されます。
<処理通番 >
処理した通番が印字されます。
<銀聯送信日時 >
お取引の銀聯送信日時が印字されます。
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●＜加盟店控伝票＞の表示例

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

中国銀聯カード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥19,999,999合計金額
TOTAL AMOUNT

金融機関
BANK NAME
ｶｰﾄﾞ番号
CARD NO
端末番号 TERMINAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。 <有効期限 >

個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

加盟店控

伝票番号
00250
SLIP NO.

有効期限
xx/xx
EXP DATE

承認番号
876543
APP CODE

売場 係員

加盟店控

銀聯番号
012345

処理通番
654321
TRANS NO

取引内容
売上
TXN TYPE

01/01 12:12:12銀聯送信日時

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消、オーソリ予
約等）が印字されます。

<金融機関 >
使用されたカードの金融機関名が印字され
ます。

<銀聯番号 >
銀聯番号が印字されます。
<処理通番 >
処理した通番が印字されます。
<銀聯送信日時 >
お取引の銀聯送信日時が印字されます。

●＜加盟店本部控伝票＞の表示例

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

中国銀聯カード売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥19,999,999合計金額
TOTAL AMOUNT

金融機関
BANK NAME
ｶｰﾄﾞ番号
CARD NO
端末番号 TERMINAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<伝票番号 >
処理した伝票の通番が印字されます。 <有効期限 >

個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

加盟店本部控

伝票番号
00250
SLIP NO.

有効期限
xx/xx
EXP DATE

承認番号
876543
APP CODE

売場 係員

加盟店本部控

銀聯番号
012345

処理通番
654321
TRANS NO

取引内容
売上
TXN TYPE

01/01 12:12:12銀聯送信日時

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消、オーソリ予
約等）が印字されます。

<金融機関 >
使用されたカードの金融機関名が印字され
ます。

<銀聯番号 >
銀聯番号が印字されます。
<処理通番 >
処理した通番が印字されます。
<銀聯送信日時 >
お取引の銀聯送信日時が印字されます。
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6.3　電子マネー売上伝票

●売上、取消伝票の表示例（ポストペイ型電子マネーとなる iD、QUICPay）
※ < お客様控伝票 >< カード会社控伝票 >< 加盟店控伝票 >< 加盟店本部控伝票 >
    共に同じレイアウトとする。

加盟店名
MERCHANT

ご利用日 DATE

<iD>売上票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

¥19,999,999合計金額

ｶｰﾄﾞ番号                      ************1234
有効期限　 　　                       XX/XX/XX
端末番号                        XXX1234567890
ユニークID              JRM0000000000000

金額                                              ¥99,999
税・その他                                     ¥99,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。

お客様控

伝票番号
00250

処理通番
654321

承認番号
876543

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

お客様控

支払区分
一括

商品コード取引内容
売上

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消等）が
印字されます。

<ユニーク ID>
本機に設定されているユニーク ID
です。
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●売上、取消伝票の表示例（プリペイド型となるWAON、nanaco、楽天 Edy、交通系 IC）

●チャージ伝票の表示例（プリペイド型となるWAON、nanaco、楽天 Edy、交通系 IC）

加盟店名

ご利用日 DATE

交通系IC取引レシート

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12
SPRWID                         XXX1234567890
ユニークID              JRM0000000000000
ｶｰﾄﾞIDi                       XX**********1234

決済ID                                             00297
取引種別                                             支払
金額                                              ¥99,999

交通系IC支払額                            ¥99,999
残高                                              ¥99,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。

お客様控

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

お客様控

< 取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消等）が
印字されます。

加盟店名

ご利用日 DATE

交通系IC取引レシート

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12
SPRWID                         XXX1234567890
ユニークID              JRM0000000000000
ｶｰﾄﾞIDi                       XX**********1234

決済ID                                             00297
取引種別                                      チャージ
金額                                              ¥99,999

交通系ICチャージ額                      ¥99,999
残高                                              ¥99,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。

お客様控

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

売場 係員

お客様控
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6.3　日計票・中間計票

●クレジットカード日計
　サマリー印字

加盟店名

出力日時

クレジットカードクレジット日計票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

端末番号

［日計総合計］

端末合計

一括
ボ一
ボ併
分割
リボ

売上
返品
取消

合計

9999件
9999件
9999件
9999件
9999件

9999件
9999件
9999件

9999件

¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999

¥999,999,999
-¥999,999,999
-¥999,999,999

¥999,999,999

J0000-000-00001
日計期間 FROM
　　　　 TO

［カード会社別合計］

101：xxxxxx

一括
ボ一
ボ併
分割
リボ

売上
返品
取消

合計

9999件
9999件
9999件
9999件
9999件

9999件
9999件
9999件

9999件

¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999

¥999,999,999
-¥999,999,999
-¥999,999,999

¥999,999,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

<日計期間 >
日計票の出力対象期間が印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

<端末合計 >
一括払いの件数 ＋ 金額
ボーナス払いの件数 ＋ 金額
ボーナス併用払いの件数 ＋ 金額
分割払いの件数 ＋ 金額
リボ払いの件数 ＋ 金額
売上件数 ＋ 金額
返品件数 ＋ 金額
取消件数 ＋ 金額

合計件数 ＋ 金額

売場 係員

< カード会社別合計 >
KID：カード会社名称

一括払いの件数 ＋ 金額
ボーナス払いの件数 ＋ 金額
ボーナス併用払いの件数 ＋ 金額
分割払いの件数 ＋ 金額
リボ払いの件数 ＋ 金額

売上件数 ＋ 金額
返品件数 ＋ 金額
取消件数 ＋ 金額

合計件数 ＋ 金額

本機分を集計します。

カード会社単位に集計します。
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詳細印字

加盟店名

出力日時

クレジットカードクレジット日計票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

端末番号

［日計総合計］

端末合計

一括
ボ一
ボ併
分割
リボ

KID：カード会社名称

取引日時
カード番号
伝票番号　　 承認番号

18/01/02 12:12:12
498601xxxxxx3179
00235　　　  876543

売上
返品
取消

合計

9999件
9999件
9999件
9999件
9999件

9999件
9999件
9999件

9999件

¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999

取引内容
有効期限
支払区分
取引金額

カード会社名称

取引日時
カード番号
伝票番号　  承認番号

取引内容
有効期限
支払区分
取引金額

売上
xx/xx
一括

-¥999,999,999

¥999,999,999
-¥999,999,999
-¥999,999,999

¥999,999,999

J0000-000-00001
日計期間 FROM
　　　　 TO

［カード会社別合計］

101：xxxxxx

101：xxxxxx

一括
ボ一
ボ併
分割
リボ

売上
返品
取消

合計

9999件
9999件
9999件
9999件
9999件

9999件
9999件
9999件

9999件

¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999
¥999,999,999

¥999,999,999
-¥999,999,999
-¥999,999,999

¥999,999,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

<日計期間 >
日計票の出力対象期間が印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

<端末合計 >
一括払いの件数 ＋ 金額
ボーナス払いの件数 ＋ 金額
ボーナス併用払いの件数 ＋ 金額
分割払いの件数 ＋ 金額
リボ払いの件数 ＋ 金額
売上件数 ＋ 金額
返品件数 ＋ 金額
取消件数 ＋ 金額

合計件数 ＋ 金額

KID：カード会社名称
一括払いの件数 ＋ 金額
ボーナス払いの件数 ＋ 金額
ボーナス併用払いの件数 ＋ 金額
分割払いの件数 ＋ 金額
リボ払いの件数 ＋ 金額
売上件数 ＋ 金額
返品件数 ＋ 金額
取消件数 ＋ 金額

合計件数 ＋ 金額

売場 係員

< カード会社別合計 >

明細の見出しを印字します。

取引明細

本機分を集計します。

カード会社単位に集計します。

印字対象の取引明細を繰り返し。

84



伝票印字例

●銀聯日計
　サマリー印字

加盟店名

出力日時

中国銀聯カード日計票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

端末番号

［日計総合計］

端末合計

合計 9999件 ¥999,999,999

J0000-000-00001
日計期間 FROM
　　　　 TO

［金融機関別合計］

xxxxxx

合計 9999件 ¥999,999,999

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

<日計期間 >
日計票の出力対象期間が印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

売場 係員
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　詳細印字

加盟店名

出力日時

中国銀聯カード日計票

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

承認番号
カード番号
取引金額

端末番号

［日計総合計］

端末合計

合計 9999件 ¥999,999,999

J0000-000-00001
日計期間 FROM
　　　　 TO

［金融機関別合計］
金融機関名称

取引日時
処理通番
伝票番号

xxxxxx

876543
555555xxxxxxxxx55555

-¥999,999,999

18/01/02 12:12:12
654321
000001

xxxxxx
合計 9999件 -¥999,999,999

印字対象の取引明細を繰り返し。

<加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

<日計期間 >
日計票の出力対象期間が印字されます。

<端末番号 >
本機に設定されている端末識別番号です。

売場 係員

金融機関名
取引日時
処理通番
伝票番号 承認番号

カード番号
取引金額

< 端末合計 >
合計件数 ＋ 金額

金融機関名
合計件数 ＋ 金額

<金融機関別合計 >

明細の見出しを印字します。

取引明細
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伝票印字例

●電子マネー日計
　サマリー印字

加盟店名

出力日時

<iD>日計レポート

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

日計期間 FROM
　　　　 TO

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

売場 係員

端末番号                        XXX1234567890

売上        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
取消        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
返品        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
合計           　 9999件     ¥9,999,999,999

ユニークID              JRM0000000000000

[iD合計]
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伝票印字例

　詳細印字

加盟店名

出力日時

<iD>日計レポート

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

18/01/01 12:12:12
18/01/02 12:12:12

日計期間 FROM
　　　　 TO

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<出力日時 >
日計表を出力した日時が印字されます。

売場 係員

端末番号                        XXX1234567890

売上        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
取消        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
返品        　    9999件     ¥9,999,999,999
処理未了        9999件     ¥9,999,999,999
合計           　 9999件     ¥9,999,999,999

取引日時                                     取引内容
ｶｰﾄﾞ番号                                     伝票番号
処理通番                                     商品ｺｰﾄﾞ
承認番号                                     取引金額
支払区分  　　　 　　　　　　　　　　
12/4/18  19:03:13  　                        取消
1234123412341***                            206
42816　　　　　　　　　　　　　　　
0042107                                    ¥999,999
一括   　　　　　　　　　　　　　　　

12/4/18  19:04:13  　                        売上
1234123412341***                            205
42815　　　　　　　　　　　　　　　
0042106                                    ¥999,999
一括　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　

ユニークID              JRM0000000000000

[iD合計]

[取引詳細]
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伝票印字例

6.4　取引不成立

●クレジットカード

加盟店名

ご利用日

<G56>
無効カードです。
カードをお預かりの上で
ご連絡願います。

売場 係員

加盟店控

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

取引区分
売上

支払区分
一括

商品区分
0990

クレジットカード取引不成立情報票
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12
ｶｰﾄﾞ会社
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。

<エラーメッセージ >
1行目にエラーコード。2行目に
エラーメッセージが表示されます。

<端末番号 >
端末に設定されている端末識別番号です。

<カード会社名 >
カード会社名が印字されます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<商品区分 >
入力された商品コードが印字されます。

<承認番号 >
クレジット会社から通知された承認番号が
印字されます。

●銀聯カード

加盟店名

ご利用日

<G56>
無効カードです。
カードをお預かりの上で
ご連絡願います。

売場 係員

加盟店控

伝票番号
00250

有効期限
xx/xx

承認番号
876543

銀聯番号
012345

処理通番
654321

取引内容
売上

中国銀聯カード取引不成立情報票
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12345-12345-12345-12345

18/01/01 12:12:12

01/01 12:12:12銀聯送信日時

金融機関
ｶｰﾄﾞ番号
端末番号

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MS 408907xxxxxx7611

J0000-000-00001

< 加盟店名 >
店舗名・電話番号が印字されます。

<ご利用日 >
カードをご利用になった日時が印字
されます。
<カード番号 >
使用されたカード番号が一部非表示
で印字されます。
<銀聯番号 >
銀聯番号が印字されます。
<処理通番 >
処理した通番が印字されます。
<銀聯送信日時 >
お取引の銀聯送信日時が印字されます。

<金融機関 >
使用されたカードの金融機関名が印字され
ます。

<有効期限 >
個人情報保護の観点から有効期限は印字さ
れません。
<取引内容 >
支払の取引区分（売上、取消、オーソリ予
約等）が印字されます。

<承認番号 >
クレジット会社から通知された承認番号が
印字されます。
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T_EDODB 
プログラム工ラー。はじめからやり直し
てください。繰り返し発生する場合は、
再起動後にはじめからやり直してくだ
さい。それでも発生する場合は、ヘルプ
デスクヘ連絡してください。

伝票印字例

●障害伝票

端末番号
発生日時

障害伝票
J0000-000-00001
18/01/01 12:12:12< 発生日時 >

カードをご利用になった日時が印字
されます。

<エラーメッセージ >
1行目にエラーコード。2行目に
エラーメッセージが表示されます。

<端末番号 >
端末に設定されている端末識別番号です。
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XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

伝票印字例

6.5　パラメータ印字

●端末設定情報

加盟店控

無効

設定日時

DHCP設定
IPｱﾄﾞﾚｽ
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ

ﾌﾟﾗｲﾏﾘDNSｻｰﾊﾞｰ
ｾｶﾝﾀﾞﾘDNSｻｰﾊﾞｰ

ﾌﾟﾛｷｼ設定

無効
111.111.111.111
255.255.255.0
192.168.10.255

123.234.123.234
111.112.113.1114

端末設定情報
2018/01/ 01  10:00:00

< 設定日時 >
端末に設定した日時が印字されます。

ネットワーク設定情報が印字されます。

●カード会社一覧

加盟店控

出力日時
端末番号
KID カード会社名

カード会社一覧
2018/01/ 01  10:00:00
00000-800-00001

< 出力日時 >
出力した日時が印字されます。

印字対象のカード会社名を繰り返し

<端末番号 >
端末に設定されている端末識別番号です。
<カード会社名 >
カード会社名が印字されます。

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

●端末サービス設定情報

加盟店控

出力日時
端末番号
KID カード会社名

端末サービス設定情報
2018/01/ 01  10:00:00
00000-800-00001

< 出力日時 >
出力した日時が印字されます。

印字対象のカード会社名を繰り返し

<端末番号 >
端末に設定されている端末識別番号です。
<カード会社名 >
カード会社名が印字されます。
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伝票印字例

6.6　インフォメーション

●インフォメーション

※印字例として掲載しています。

インフォメーション
発信者
発信日
全館停電のお知らせ
12月31日（月）  朝6:00-6:30
店舗責任者様へ
電源設備点検のため、  掲題の日時にお
いて全館停電となります。 
前日の12月22日（日）は、
1.24：00迄に提出をお願いします。
2 .全ての電子機器はｵﾌにして下さい。 
問い合わせ先：03-0000-0000

店舗管理部
2018/01/ 01
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第7章　困ったとき

93



■通信エラーが発生する
　→以下の場合が考えられます。
　（1）ネットワーク回線(LANケーブル、各ケーブル)が接続されているか確認してください。
　（2）上記 (1) の対処で解決しない場合は、加盟店でご利用されているネットワーク管理者もしくは
　　　  ネットワーク回線事業者に確認してください。
　（3）上記の対処でも解決しない場合は、ご契約のPOSベンター等にお問い合わせください。

■誤った入力値で売上を行ってしまった
　→クレジットカードの場合、取消返品を行ってください。 その後、正しい入力値で再度売上を実施し
　　てください。

■紙詰まりが発生した
　→詰まった紙を取り除き、ロール紙をセットしなおしてください。その後、再印字の業務を行ってく
　　ださい。再印字の詳細は「4.3 再印字」 (P.041) を参照してください。

■印字途中でロール紙が切れてしまった
　→新しいロール紙をセットしなおしてください。その後、再印字の業務を行ってください。再印字の
　　詳細は「4.3 再印字」 (P.041)を参照してください。

困ったとき

7.1　よくある問合せ

■画面が突然真っ暗になった
　→以下の場合が考えられます。
　（1）端末本体を操作しない状態で3分以上経っている場合はスタンバイモードになります。端末本体
　　　  の操作キーに触ることで復帰します。
　（2）主電源が落ちたか、端末本体の電源ケーブルが抜けた可能性があります。電源ケーブルを確実に
　　　  差し込んでから電源を復帰させ、再度端末本体の電源を入れてください。

■画面のタッチパネルが反応しなくなった
　→LANケーブルが抜けていないか、断線していないか確認してください。
　　上記の状態ですと通信エラーになり、タッチパネルがきかなくなります。

■端末のスタンドが外れてしまった
　→別紙：セッティングマニュアルの「1.4 端末とポールの固定」の手順に従って元に戻してください。

■端末本体が動作しなくなった
　→端末本体起動時または操作中にタッチパネルが操作出来ない場合は、 端末本体が停止している可能
　　性があります。その時は電源ケーブルをコンセントから抜き、再度電源ケーブルをコンセントに差
　　し込み、手順に従って端末本体の電源を入れてください。
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■端末本体の電源を入れ、起動画面で以下のメッセージが出力された

　→設置時のセッティングの認証処理を行う際に発生します。
　　ネットワークの状態を確認し、電源を入れ直して再度セッティングを行ってください。
　　繰返し行っても状況が変わらない場合は、ネットワーク回線事業者に確認し、問題がなければご契約
　　のPOSベンダー等へお問い合わせください。

■端末本体の電源を入れ、起動画面で以下のメッセージが出力された

　→設置時のセッティングの認証処理のところで発生します。
　　電源を入れ直して再度セッティングを行ってください。
　　繰返し行っても状況が変わらない場合は、ご契約のPOSベンダー等にお問合わせください。

■端末立ち上げ時にネットワークエラーが発生する。
　→以下の場合が考えられます。
　（1）LANケーブルがつながっているか確認してください。
　（2）端末の接続先であるルータ等の電源が入っているかどうか確認してください。
　（3）加盟店でこ利用されているネットワーク環境が変わっていないか確認してください。ネットワー
　　　  クの環境が変わっている場合はネットワークの設定を行ってください。

■申込通番、アクティベートID、パスワードがわからない
　→ご契約のPOSベンダー等へお問い合わせください。

■端末のスタンドが外れた場合
　→本端末Lane/5000にはUPM (ポールスタンド)へ設置するための専用アタッチメントが同梱されて
　　おります。UPMをご利用いただく場合、通常の裏蓋を取り外し、UPM専用のアタッチメントへ付
　　け替えてください。UPM（ポールスタンド）のアダプタに専用アタッチメントが正しくはめられて
　　いることを確認し、ネジが緩んでいた場合は締め直してください。

困ったとき

「SSL認証に失敗しました。 設定を見直してもう一度接続してください。このエラーが何度も
発生するときは、保守担当に連絡してください」

「システムエラーです。 端末の電源を落とし、もう一度電源を入れてから実行してください。
このエラーが何度も発生するときは、保守担当に連絡してください」

UPM専用アタッチメント
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困ったとき
■お客様がICクレジットカードの暗証番号をお忘れになった場合
下記画面表示時に暗証番号を入力せす、 確定キー(緑）を押すと取引が可能な場合があります。
 確定キー(緑）を押した後は以下の2つのパターンに分かれます。

①取引の伝票を出力しますので必ずお客様に署名をいただいてください。
② ICカードの取引が拒否され、磁気カードでお取引するようメッセージを出力します。
　この場合は磁気カードでお取引をしてください。
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エラーコード メッセージ 備考

C01
< C01 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C03
< C03 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C13
< C13 >
カード会社センタが障害中です。
しばらくしてからやり直してください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C12
< C12 >
しばらくしてからやり直してください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C14
< C14 >
お取扱いできません。カード会社での受付を
休止しています。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C15
< C15 >
お取扱いできません。情報処理センタでの受
付を休止しています。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C17
< C17 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C20
< C20 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C22
< C22 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

C26
< C26 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {O} 

{O} : お問い合わせ先の電話番号

困ったとき

7.2　エラーメッセージ一覧

本端末にエラーメッセージが表示されたときは、 次の表にしたがつて対処してください。
問題が解決しないときは、 ヘルプデスクにお問い合わせください。

●クレジットカード、銀聯カードのエラーメッセージ
　＜J-Mups センターもしくはクレジットカード会社／金融機関からの工ラーメッセージ＞
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エラーコード メッセージ 備考

C33
< C33 >
しばらくしてからやり直してください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C50
< C50 >
しばらくしてからやり直してください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C34
< C34 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C35
< C35 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C51
< C51 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C53
< C53 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。 
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C54
< C54 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C55
< C55 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C56
< C56 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C57
< C57 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C58
< C58 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

C60
< C60 >
もう一度やり直してください。
繰り返し発生するときはお問い合わせください。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

困ったとき
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エラーコード メッセージ 備考

G06
< G06 >
カード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G30
< G30 >
加盟店様よりカード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G12
< G12 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G42
< G42 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G44
< G44 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G45
< G45 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G54
< G54 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G55
< G55 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。

G46
< G46 >
ご利用できません。詳細は会員様よりカード
裏面のカード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G56

< G56 >
無効カードです。
カードをお預かりの上、加盟店様よりカード
会社にご連絡願います。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G61

< G61 >
無効カードです。
カードをお預かりの上、加盟店様よりカード
会社にご連絡願います。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G60

< G60 >
事故カードです。
カードをお預かりの上、加盟店様よりカード
会社にご連絡願います。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

G65
< G65 >
会員番号工ラーです。
初めからやり直してください。

困ったとき
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エラーコード メッセージ 備考

G84
< G84 >
承認番号エラーです。
初めからやり直してください。

G95
< G95 >
カード会社での業務が終了しています。
お問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

G85
< G85 支払方法エラー >
カード会社での業務が終了しています。
カード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

G96
< G96 >
カード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

G97
< G97 >
お取扱いできません。
カード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

G98
< G98 >
対象業務エラーです。
初めからやり直して下さい。

G99
< G99 >
お取扱いできません。
カード会社にお問い合わせ下さい。
TEL: {0} 

{0} : お問い合わせ先の電話番号

T_E0009
通信エラー。
はじめからやり直してください。
このエラーが改善しない場合は、 お客様のネッ
トワーク設定情報をご確認ください。

T_E0202 お取り扱いできません。
別の取引方法に切替えてください。

T_E0254 お取り扱いできません。
別の取引方法に切替えてください。

{0} : お問い合わせ先の電話番号

{0} : お問い合わせ先の電話番号

{0} : お問い合わせ先の電話番号

困ったとき
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●端末内部エラーメッセージ
　＜（M_＊＊＊＊＊）（T_＊＊＊＊＊）＞

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

M_E0100 POS との通信が切断されました。
POSとの通信が切断されました。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。

POSとの通信が切断されました。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。

M_E0301 印字中にエラーが発生しました。

M_E0302 このカードはご利用できません。

M_E0303 このカードはご利用できません。

M_E0203 通信エラーが発生しました。

印字中にエラーが発生しました。
プリンタの設定、ロール紙が正しく
セットされているかを確認し、伝票
の再印字を行ってください。

チェックデジットNG。このカードは
ご利用できません。取引処理がキャン
セルされますので、再度取引を行って
ください。

銀聯カード取引にて PIN 入力を3 回
失敗。このカードはご利用できませ
ん。取引処理がキャンセルされます
ので、再度取引を行ってください。

POS からキャンセルされました。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。

M_W0101 POS からキャンセルされました。

端末操作でキャンセルされました。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。

M_W0201 端末操作でキャンセルされました。

端末操作がタイムアウトとなりまし
た。取引処理がキャンセルされます
ので、再度取引を行ってください。

M_W0202 端末操作がタイムアウトとなりました。

該当取引が見つかりませんでした。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。

M_W0300 該当取引が見つかりませんでした。

選択されたサービスは利用できませ
ん。サポートされていない業務・取
引になります。

T_E0208 選択されたサービスは利用できません。

PIN 暗号化失敗（銀聯 MS 取引）。
取引処理がキャンセルされますので、
再度取引を行ってください。繰り返
し発生する場合は、再起動後に最初
からやり直してください。

T_E3030

プログラムエラー。
最初からやり直してください。
繰り返し発生する場合は、再起動後
に最初からやり直してください。
それでも発生する場合はヘルプデス
クへお問い合わせください。
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●楽天エディのエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EC001 Edy サーバ通信異常が発生しました繰
り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

Edy 接続エラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

Edy サーバ通信異常

Edyサーバ接続エラー

T_EC010 このカードを取扱いできません

T_EC002

Edy サーバ通信異常が発生しました繰
り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

Edy サーバより受信不正T_EC003

端末通信エラーが発生しました
繰り返し発生する場合は電源を再投入
してください

通信処理エラーT_EC007

取引情報が見つかりませんT_EC005

カード書き込みエラー

T_EC013 このカードを取扱いできません 拡張番号 0x0052：不正カード
拡張番号 0x0053：カードネガ対象
拡張番号 0x0056：カード読売エラー

T_EC017 このカードはエラーが発生しています 拡張番号 0x0408：
サイバー取引ステータスカード
拡張番号 0x0414：
Mobile-Edy 鍵不正

有効期限切れカード、チャレンジ

T_EC014 取引情報が見つかりません

T_EC015 利用カード枚数が上限を超えています

T_EC016 有効期限切れカードです
チャージできません

処理日時が EdyTime 範囲外T_EC019 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

ログフルT_EC020 Edy ログフルが発生しました
Edy 締め処理を行ってください

T_EC023 取引金額が利用限度額を超えています

T_EC024 残額が不足です

T_EC022 サーバ側でタイムアウトが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

T_EC018 カード残高が上限をオーバーします
これ以上チャージできません
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エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EC028 Edy 取引に失敗しました
再度、Edy 取引を行って下さい

取引タイムアウト
カードがタッチされませんでした

強制残高照会対象でない

カードをかざさないでタイムアウトT_EC030

クライアント証明書エラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

拡張番号 0x0101：クライアント
証明書のユニーク ID 未設定
拡張番号 0x0102：クライアント
証明書のユニーク ID と製造 ID の
組み合わせ不正

拡張番号 0x0111：パラメータエラー
拡張番号 0x0112：
HMAC 改ざん検知エラー

T_EC031

この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

拡張番号 0x0171：R/W 操作結果が
0x01 に設定する場合発生
拡張番号 0x0173：ステータス操作
結果が 0x01 に設定する場合発生

T_EC035

サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

RAS 側 DB 処理エラーT_EC036

端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_EC032

拡張番号 0x0121：
クライアント端末未登録エラー
拡張番号 0x0122：
クライアント端末利用停止

この端末は利用できません
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_EC033

T_EC034 開局エラーが発生しました
電源を再投入してください

開局エラー

T_EC037 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_EC038 入金認証状態確認異常
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

Felica 処理エラー

サーバ二重起動エラー

キャンセルボタン押下

書き込みエラー（未了）

T_EC043 カードの処理が正しくありません
もう一度、最初から取引操作してください

T_EC044 カードの残高が無いか、残高が 10 円未満
のため、取引を中止します。

T_EC045 取引を中止しました

T_EC100 決済が完了しませんでした

強制残高照会カード更新 NGT_EC101 Edy 取引に失敗しました
再度、Edy 取引を行って下さい

未了や全額引去発生した場合、
通信エラー

T_EC102 通信エラーが発生しました
『前回取引確認』を実行して、決済が成立
しているか確認してください
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エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EC103 Edy 取引が不明な状態で終了しました
Edy アラームレシートを出力します
所定の運用に従ってください

強制残高照会処理中にタイムアウト

Edy 取引が不明な状態で終了しました
Edy アラームレシートを出力します
所定の運用に従ってください

強制残高照会処理中に中止ボタン押下T_EC104

Edy 取引が不明な状態で終了しました
Edy アラームレシートを出力します
所定の運用に従ってください

強制残高照会結果不明
( 他端末取引済 )

T_EC105

キャンセルボタンが押されました
『前回取引確認』を実行して、決済が成立
しているか確認してください

カード書きみ処理中にキャンセル
ボタン押下（未了発生以外の場合）

T_EC106

T_IC001 Edy ニアフル発生
Edy 締め処理を行ってください
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●iD のエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EA025 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

対象外のカード判定エラー

T_EA026 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

ネガ対象カード
カードが最終利用日から１０年経過

T_EA027 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カード認証エラー

T_EA028 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カード読み出しエラー

T_EA029 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カード書き込みエラー

T_EA101 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カードのパース合計金額判定異常

T_EA100 カードの残高が足りません
カードの確認を案内してください

カード複数枚検出エラーT_EA032 カードが有効期限切れになっています
カードの確認を案内してください

取消できない場合T_EA103 カードが違うか取引情報がありません
カードの確認を案内してください

T_EA104 カードが違うか取引情報がありません
カードの確認を案内してください

カードの会員番号と売上情報の会員
番号が一致しない

T_EA105 カードが違うか取引情報がありません
カードの確認を案内してください

T_EA102 カードが違うか取引情報がありません
カードの確認を案内してください

有効期限切れカード、チャレンジ

PIN パッドエラー ( 致命的 )

T_EA106 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

T_EA107 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

カードの機能種別コード判定異常T_EA067 このカードはご利用できません
カードのこ確認を案内してください

カードタッチしなかった場合T_EA108 カードがタッチされませんでした

T_EA037 取引情報が見つかりません
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エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EA109 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

クライアント証明書エラー

T_EA110 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

クライアント証明書登録不正

T_EA111 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

パラメータエラー

T_EA112 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

通信データ改ざん検知エラー

T_EA113 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

端末未登録エラー

T_EA114 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

端末が利用停止エラー

T_EA115 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

端末認証エラー

T_EA120 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

R/W デバイス操作結果の応答データ
が異常である

T_EA121 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

ステータス設定結果の応答データが
異常である

T_EA122 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

PIN パッドデバイス操作エラー

T_EA116 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カードの読み込み判定エラー

T_EA117 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カードが閉塞状態売上取消後に残高
が残高限度額を超過する場合

T_EA118 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カードとの予想外の処理エラー

T_EA119 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

カードの有効終了年月日異常

T_EA059 タッチされたおサイフケータイの iD カード
情報はロックされています
お客様からカード会社にお問い合わせを
案内してください
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エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EA123 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

サーバが異常終了データを受信した

T_EA127 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

二重起動エラー

T_EA069 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

書き込みエラー（未了）

T_EA128 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

T_EA129 暗証番号の再入力回数を超過しました

T_EA130 暗証番号の入力規定時間を超過しました

キャンセルボタン押下

T_EA060 タッチされたおサイフケータイは iD パス
ワードが設定されています
お客様にパスワードの確認を依頼し、
再度決済を行ってください

T_EA124 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

暗証番号入力情報存在チェック
エラー

T_EA125 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

サーバの DB エラー

T_EA126 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

T_EA131 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

端末一定時間通信がないエラー

T_EA132 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

他の読み込み判定エラー読み込み
エラー ( 決済未完了 )

サーバの設定内容エラー

T_EA063 このカードはご利用できません
カードの確認を案内してください

外接オンラインサーバよりエラー
応答メッセージ

T_EA064 サーバで障害が発生しました
はじめからやり直してください
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

外接オンラインサーバとの接続に
失敗

T_EA065 サーバで障害が発生しました
はじめからやり直してください
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

外接オンラインサーバからエラー
を受取った
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エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EA133 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

処理結果通知の応答データが異常
である

T_EA136 決済が完了しませんでした
前回取引確認を実施してください

通信エラーの場合、決済の状況が不
明な時に発生する

T_EA134 端末通信エラーが発生しました
繰り返し発生する場合は電源を再投入して
ください

端末通信エラー
エラー

T_EA135 取引情報が見つかりません 前回の取引情報がなかった時に発生
する
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●nanaco のエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EE001

T_EE002

取引情報が見つかりません

端末通信エラーが発生しました
繰り返し発生する場合は電源を再投入して
ください

通信エラー

T_EE003 このカードはお取扱いできません ネガカードあるいは有効期限切れ
10 年以上

T_EE004 残額が不足です

T_EE005 積み増限度額が超過されています
残高を確認した上で、チャージ処理を実施
してください

チャージ後残高上限超過

ネガ済カード

T_EE007 このカードはお取扱いできません 一日累積チャージ限度額超過

カード集信結果がネガ対象

T_EE006 このカードはお取扱いできません

T_EE008 取引情報が見つかりません

T_EE009 このカードはお取扱いできません

チャージ対象外端末T_ EE011 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

T_ EE012 NANACO ログフルが発生しました
NANACO の日計処理を行ってください

T_EE010 利用カード枚数上限を超過しているため、
利用処理ができません

T_ EE014 0 円のカードがタッチされた

T_ EE015 取引タイムアウト
カードがタッチされませんでした

T_ EE016 サーバ側でタイムアウトが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

T_ EE017 クライアント証明書エラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

パラメータエラーT_ EE018 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_ EE013 読み込み残高上限値を超えています
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ EE019 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

HMAC 改ざん検知エラー

T_ EE020 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

復旧情報不正

T_ EE021 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

当該端末が RAS に登録されてない

T_ EE022 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

当該端末が停止状態となっている

T_ EE023 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

開局エラー

T_ EE024 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

当該端末が利用可能期間外

T_ EE025 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

Felica 処理エラー

T_ EE026 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

RW デバイスエラー

サーバ DB エラー

T_ EE027 この端末は利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
カードのご確認を案内してください

端末ステータスエラー

T_ EE028 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

業務 DB にデータはなかったT_ EE029 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

その他エラーT_ EE030 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

指定デバイス不正T_ EE031 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ EE032 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへ
お問い合わせください

Nanaco センターよりネガリスト
を取得できなかった

T_ EE033 カードの処理が正しくありません
もう一度、最初から取引操作してください

二重起動エラー

T_ EE034 カードが正しく更新されたかどうかが不明
な状態です
もう一度カードをタッチさせてください

書込みエラー（未了発生）

T_ EE035 このカードはお取扱いできません ネガ書き込み処理で FeliCa 処理
エラー

T_ EE036 取引を中止しました キャンセルボタン押下

T_ EE037 NANACO サーバ通信異常が発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

異常応答

T_ EE038 NANACO サーバ通信異常が発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

通信異常

T_ EE039 NANACO サーバ通信異常が発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

受け取り電文不正

T_ EE040 NANACO サーバ通信異常が発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

送信電文不正

T_ EE041 キャンセルボタンが押されました
『前回取引確認』を実行して、決済が成立
しているか確認してください

書き込み中及び未了発生した場合、
キャンセルボタン押下

T_ EE042 通信エラーが発生しました
『前回取引確認』を実行して、決済が成立
しているか確認してください

書き込み中及び未了発生した場合、
通信エラー発生
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困ったとき

●QUICPay のエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EB001

T_EB002

取引情報が見つかりません

通信エラーが発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせく
ださい。

通信エラー

旧決済 ID 不正の場合

T_WB016 キャンセルボタンが押されました。『前回
取引確認』を実行して、決済が成立してい
るか確認してください。

良好なキャンセル

T_EB020 通信エラーが発生しました。『前回取引確
認』を実行して、決済が成立しているか確
認してください。

良好な通信エラー

不正カードT_EB022 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

カードが閉塞状態T_EB023 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

カード有効終了年月日異常T_EB024 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

カード認証エラーT_EB025 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

カード読み出しエラーT_EB026 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

カード書き込みエラーT_EB028 このカードはご利用できません。カードの
ご確認を案内してください。

複数カード検出

カードが閉塞状態売上取消後に残高
が残高限度額を超過する場合

T_EB029 複数のカードを検知しました。1 枚のカー
ドをタッチしてください。カードのご確認
を案内してください。

T_EB030 売上上限金額を超過しているため、売上処
理ができません。

リトライ処理／未了復旧処理中に、
別のカードをかざした場合

T_EB031 カードが違うか取引情報がありません。
カードのご確認を案内してください。

取消できませんT_EB032 カードが違うか取引情報がありません。
カードのご確認を案内してください。

以外のカードをかざした場合T_EB033 カードが違うか取引情報がありません。
カードのご確認を案内してください。

業務応答該当レコードなしT_EB034 取引情報が見つかりません。
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EB061 カードが有効期限切れになっています。 ご利
用のカードを確認頂くようにご案内ください。

カードが有効期限切れ

T_EB062 このカードはご利用できません。ご利用の
カードを確認頂くようにご案内ください。

カードの制御コードの値不正

T_EB035 取引タイムアウトカードがタッチされません
でした。

タイムアウト

T_EB036 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

クライアント証明書のユニーク ID
未設定

T_EB037 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

クライアント証明書のユニーク ID
と製造 ID の組み合わせ不正

T_EB038 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

T_EB039 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

HMAC 改ざん検知エラー

T_EB040 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

クライアント端末未登録エラー

パラメータエラー（処理金額など不
正）

T_EB041 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

T_EB042 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

開局エラーまたは開局期間超過
(72H)

T_EB044 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

FeliCa 処理エラー

T_EB043 このカードはご利用できません。カードの確
認を案内してください。

他の読み込み判定エラー

T_EB045 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

R/W 操作結果が 0x01 に設定する
場合発生

クライアント端末利用停止

T_EB058 カード内容と元の売上情報が一致しません。 
ご利用のカードを確認頂くようにご案内く
ださい。

カードの会員番号と売上情報の会員
番号が一致しない

ステータス操作結果が 0x01 に設定
する場合発生

T_ EE046 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

113



困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_EB048 サーバで障害が発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

RAS 側 DB アクセスエラー

T_EB049 サーバで障害が発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

RAS 側エラーその他エラー (TCAP
など )RAS 側エラー取引不可（他端
末業務実行有）RAS 側エラー

T_EB050 この端末はこ利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

二重起動エラー

T_EB051 カード書込み中にエラーが発生しました。取
引が成立しませんでしたので、再度、決済処
理をしてください。

書き込みエラー ( 未了 )

T_EB052 キャンセルボタンが押されました。 キャンセル結果が 0x01 に設定する
場合発生

T_EB053 サーバで障害が発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

外接オンラインサーバよりエラー応
答メッセージ

T_EB054 サーバで障害が発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

外接オンラインサーバとの接続に失敗

T_EB055 サーバで障害が発生しました。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

外接オンラインサーバからエラーを
受取った

T_EB056 端末通信エラーが発生しました。繰り返し発
生する場合は電源を再投入してください。

業務処理状態応答 ( 通信エラー )

T_EB063 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

業務処理状態応答 ( 処理結果通知エ
ラー ,0x01 に設定する場合発生 )

T_EB057 他の読み込み判定エラー読み込みエ
ラー ( 決済未完了 )

T_EB047 この端末はご利用できません。繰り返し発生
する場合はヘルプデスクへお問い合わせくだ
さい。

この端末はこ利用できません。
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困ったとき

●WAONのエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ED004

T_ED005

決済が完了しませんでした
前回取引確認を実施してください

取引情報が見つかりません。

取引中に通信断発生

T_ED006 取引情報が見つかりません。

T_ED016 カード履歴直前の取引でないため、取消業務
を実施できません。

取消、カード履歴直前取引でない
場合

T_ED017 直前の取引伝票でないため、取消業務を実施
できません

取消、端末直前取引でない場合

書き込み中、未了以外場合、キャン
セルボタン押下した

T_ED018 キャンセルボタンが押されました。
『前回取引確認』を実行して、決済が成立して
いるか確認してください。

通信エラー発生T_ED020 端末通信エラーが発生しました
繰り返し発生する場合は電源を再投入してく
ださい

ネガカードをかざしたT_ED021 このカードはお取扱いできません
カード裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

認証エラーT_ED022 このカードはお取扱いできません

読みエラーT_ED023 このカードはお取扱いできません

WAON 以外のカードをかざしたT_ED024 ＷＡＯＮカードではないため、このカードは
お取扱いできません

書込エラー

他端末でロックされたカードをかざ
した場合

T_ED025 このカードはお取扱いできません

T_ED026 複数のカードを検知しました
枚だけ、カードをタッチしてください

T_ED027 取引の対象とは別のカードが検知されました
元のカードでタッチしてください

T_ED028 このカードはお取扱いできません
カード裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

他端末でロックされたカードをかざ
した場合、改ざんしたカードをかざ
した場合など

T_ED029
|

T_ED032

このカードはお取扱いできません
カード裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

WAON セキュリティチェックエラーT_ ED033 このカードはお取扱いできません
カード裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

115



困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ED043 取消可能期間を超えた取消業務要求です 売上取消可能期間 14 日を過ぎてい
る場合

T_ED044 取消業務で、取引履歴にない、もしくは取消
済みの伝票番号が入力されました

取消業務で、取引履歴にない、もし
くは取消済みの伝票番号が入力され
ました。

T_ED045 この端末では売上取消をお取扱いできません 売上取消を実施できない端末で売上
取消業務を実施した

T_ED046 残高限度額を超えるため売上取消ができません 売上取消後に残高が残高限度額を超
過する場合

T_ED047 １回のチャージ限度額を超えました

T_ED048 このカードで現金チャージ業務を実施できま
せん

T_ED049 この端末で返品業務を実施できません

T_ ED050 返品後にマネー残高が残高限度額を超過する

T_ ED051 ポイント残高がポイント残高上限を超えます

チャージ後に残高が残高限度額を超
過する場合

売上時ポイント残高が WAON ポイ
ント残高上限値を超過

T_ED034 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

パラメータエラー

T_ED035 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

HMAC 改ざん検知エラー

T_ED036 前回取引中にサーバ側でタイムアウトが発生
しましたので、結果が不成立です

前回取引の結果がタイムアウト

T_ED037 このカードはお取扱いできません
カードﾞ裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

有効期限切れ

T_ED038 このカードはお取扱いできません
カードﾞ裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

フォーマット

T_ED040 このカードはお取扱いできません
カードﾞ裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

暗号化不正

T_ED041 このカードはお取扱いできません
カードﾞ裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

本番カードでない

T_ED042 このカードはお取扱いできません
カードﾞ裏面のコールセンターへお問い合わせ
ください

残高不正

T_ED039 力ードが違います
最初のカードをタッチしてください

事前かざし後／現金併用時に別の 
カードをかざした場合
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ED063 現金チャージ取消後マネー残高下限値超過エ
ラー

T_ED064 ポイント数の入力に誤りがありました チャージポイントが下限値未満

T_ED065 ポイント数の入力に誤りがありました チャージポイントが不正（100 の
倍数以外）

T_ED066 取消の対象となる取引情報が見つかりません
・既に取消返品済みの場合
・所定の取消有効期間を越えている場合
上記以外、伝票番号を再確認してください

取消の対象となる取引情報が見つか
りません

T_ ED067 この端末はこ利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED068 日計期間開始日時が不正

T_ED069 日計期間終了日時が不正

T_ ED070 取引を行ったカードと異なるカードがかざさ
れました
カードを再確認してください

この端末はご利用できません

T_ED052 残額が不足です

T_ED053 この端末でチャージ取消業務を実施できま
せん

T_ED054 現金チャージ取消可能期間（14 日）を超過
している

T_ED055 この端末で現金チャージ取消業務を実施でき
ません

T_ED056 この端末ではポイントチャージをお取扱いで
きません

T_ED058 ポイントチャージ未対応カードのため、ポイ
ントチャージができません

T_ED059 チャージ可能なポイントがありません 未使用カードでポイントチャージを
実施した

T_ED060 チャージ可能なポイントがありません 算出した有効ポイントが不足してい
る（チャージポイントより少ない）

T_ED061 取消業務で、取引履歴にない、もしくは取消
済みの伝票番号が入力されました

取消対象の業務処理結果が 2 件以上
存在する

T_ED062 取消業務で、取引履歴にない、もしくは取消
済みの伝票番号が入力されました

取消対象がすでに取り消されている

T_ED057 ポイント付与対象外カードのため、ポイント
チャージができません

ポイントチャージ未対応カードの
ため、ポイントチャージができま
せん
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ED080 チャージ実行後、残高が残高限度額を超過し
ます

T_ED081 取引を中止しました キャンセルボタン押下

T_ED082 カードの残高が無いか、残高が 10 円未満の
ため、取引を中止します

カード残額ゼロ

T_ ED083 クライアント証明書エラーが発生しました。
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_ ED084 クライアント証明書エラーが発生しました。
ヘルプデスクへお問い合わせください

T_ ED085 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ ED086 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED087 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED088 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED071 この店舗での取消は行えません
取引を行った店舗を確認してください

別店舗で行われた売上業務を取消す
る場合

売上業務を行った端末以外の別端末
で取消を行った場合

売上取消後にポイント残高が下限値
(0) を超過する場合

T_ED072 この端末での取消は行えません
取引を行った端末を確認してください

T_ED073 ポイント残高が不足しているため取消ができ
ません

T_ED074 返品後にポイント残高が WAON ポイント
残高下限値を下回った

T_ED075 取消の対象となる取引情報が見つかりません
・既に取消返品済みの場合
・所定の取消有効期間を越えている場合
上記以外、伝票番号や金額などを再確認して
ください

T_ED076 このカードはお取扱いできません カードの制御コードの値不正

T_ED077 端末のリミットを超過しました
他の端末を案内してください

T_ED078 取引タイムアウト
カードがタッチされませんでした

T_ED079 １回チャージ限度額を超えました

業務応答該当レコードなし
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_ED099 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED100 このカードはお取扱いできません

他の読み込み判定エラー

T_ED101 このカードはお取扱いできません ネガ書き込み処理で FeliCa 処理エ
ラー

ステータス操作結果が 0x01 に設定
する場合発生

T_ED102 この端末はこ利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED103 この端末はこ利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

サーバが異常終了データを受信した

DB 更新時、端末の業務処理中更新
データが 1 件と想定したが、0 件
だった

T_ED105 この端末はこ利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED104 Felica コマンドエラー

T_ED106 端末データベース件数不正

DB 更新時、端末の業務処理中更新
データが１件と想定したが 2 件以
上だった

T_ED107 端末データベース件数不正

T_ED089 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED090 未使用カードで返品を実施した

T_ED091 この端末はご利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED093 不正なカードでオートチャージを実行しよ
うとした

T_ED094 iCAS コマンドエラー

T_ED095 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED096 このカードはお取扱いできません

T_ED097 TCAP エラー

T_ED098 このカードは別の端末で未了復旧が行われ
ました
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

サーバ二重起動

書き込みエラー ( 未了 )

T_ED108 前回の取引中にクライアントにリトライ通
知失敗した、結果が不成立です

T_ED110 この端末はこ利用できません
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

T_ED120 決済が完了しませんでした
残高照会を実施してください

T_ED127 開局エラーが発生しました
電源を再投入してください

T_ED304 プリンタ故障、紙切れなどの原因で、
取引を開始できません。プリンタをご確認
ください
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困ったとき

●交通系 IC(Suica) のエラーメッセージ

エラーコード メッセージ 内容・対処方法

T_E4004 この端末はご利用できません。
回復処理を実施してください

金額不一致が発生する。
メインテナンスの設定で回復処理が
必要です

T_E4005 取引情報が見つかりません。 カードの読み込み判定エラー

T_E4006 カードの処理が正しくありません。
もう一度、最初から取引操作してください

拡張番号 0x0131：
カードの読み込み判定エラー
拡張番号 0x0151：
二重起動エラー

拡張番号 0x0052：
対象外のカード判定エラー
拡張番号 0x0053：
ネガ対象カード
カードが最終利用日から１０年経過
していた
拡張番号 0x0055：
カード認証エラー
拡張番号 0x0056：
カード読み出しエラー
拡張番号 0x0057：
カード書き込みエラー
拡張番号 0x005A：
カードが書き込み回数制限オーバー
となっている
拡張番号 0x005B：
カードの活性化コード判定異常
拡張番号 0x005C：
カードの機能種別コード判定異常
拡張番号 0x005D：
カードの制御コード判定異常
拡張番号 0x005E：
カードのパース合計金額判定異常
拡張番号 0x006F：
カード複数枚検出エラー
拡張番号 0x0162：
カードの有効終了年月日異常

T_ED009 このカードはご利用できません
カードのご確認を案内してください

カードの書き込み状態が不明な時
に発生する

T_E4010 決済が完了しませんでした

通信エラーの場合、決済の状況が
不明な時に発生する

T_E4011 決済が完了しませんでした
前回取引確認を実施してください
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法
T_E4012 カードが違うか直前の操作記録がないので、

取消処理ができません

T_E4011 決済が完了しませんでした
前回取引確認を実施してください

拡張番号 0x0060：
異なるカードで取消業務実施エラー
拡張番号 0x0061：
キャッシュバックデータと前回支払
金額が不一致である
拡張番号 0x0062：
取消において、直近の SF ログの利
用日時と一件明細の処理日時が不一
致である
拡張番号 0x0063：
取消において直前に業務を実行した
端末と異なる端末で業務を実行した
拡張番号 0x0068：
取消において、該当する直前の業務
がない
拡張番号 0x006B：
チャージ取消において、カードのチ
ャージ金額と当該端末の直前チャー
ジ金額が不一致である

拡張番号 0x0171：
R/W デバイス操作結果の応答データ
が異常である
拡張番号 0x0173：
ステータス設定結果の応答データが
異常である
拡張番号 0x0174：処理結果通知の
応答データが異常である

通信エラーの場合、決済の状況が不
明な時に発生する

T_E4013 端末のリミットを超過しました
他の端末を案内してください

端末のフロアリミット金額を超過した

T_E4014 カードが違います。
最初カードのタッチを案内してください

指定カード ID 異常

T_E4015 カードの残高が足りません

T_E4017 この端末はご利用できません。
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

カードの残高＜支払金額の時に発生
する

T_E4018 クライアント証明書エラーが発生しました。
ヘルプデスクへお問い合わせください

クライアント証明書エラー

T_E4019 クライアント証明書エラーが発生しました。
ヘルプデスクへお問い合わせください

クライアント証明書登録不正

T_E4020 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

パラメータエラー

T_E4021 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

通信データ改ざん検知エラー

T_E4022 この端末は利用できません
ヘルプデスクへお問い合わせください

端末未登録エラー

T_E4023 この端末は利用できません
ヘルプデスクへお問い合わせください

端末が利用停止エラー
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困ったとき

エラーコード メッセージ 内容・対処方法
T_E4024 開局エラーが発生しました

電源を再投入してください

T_E4027 サーバでエラーが発生しました
繰り返し発生する場合はヘルプデスクへお
問い合わせください

端末認証エラー

サーバの DB エラー

T_E4025 このカードはチャージできません
カードのご確認を案内してください

端末がチャージ対象外エラー

T_E4028 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

サーバの設定内容エラー

T_E4028 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

サーバの設定内容エラー

T_E4029 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

カードとの予想外の処理エラー

T_E4031 端末通信エラーが発生しました
繰り返し発生する場合は電源を再投入して
ください

T_E4034 取引タイムアウト
カードがタッチされませんでした

カードタッチしなかったエラー

T_E4036 端末アプリエラーが発生しました
ヘルプデスクへお問い合わせください

端末内部処理エラー ( アプリエラー )

T_E4037 積み増限度額が超過されています
残高を確認した上で、チャージ処理を実施
してください

カードのチャージ上限が超過された

T_E4038 取引を中止しました 中止ボタンを押したときに発生する

拡張番号 0x01F1：
サーバ接続エラー
拡張番号 0x01F2：
サーバ通信エラー
拡張番号 0x0100：
端末一定時間通信がないエラー
拡張番号 -0x0002：
端末通信エラー
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7.3　商品コード一覧

商　品
コード 商品名・サービス名 商品名・サービス名 商品名・サービス名商　品

コード
商　品
コード

0＊＊

000
010
020
021
022
023
024
025
030
031
032
033
034
035
040
050
060
070
080
090
1＊＊

100
110
120
121
122
123
124
125
130
131
132
133
134
135
136
137
2＊＊

200
201
202
203
210
211
212
220
230
231

海外利用
海外一般利用
海外キャッシュサービス
海外通販 1（電話）
海外通販 1（電話）旅行・運輸
海外通販 1（電話）サービス
海外通販 1（電話）物品（1）
海外通販 1（電話）物品（2）
海外通販 1（電話）物品流通券
海外通販 2（郵便）
海外通販 2（郵便）旅行・運輸
海外通販 2（郵便）サービス
海外通販 2（郵便）物品（1）
海外通販 2（郵便）物品（2）
海外通販 2（郵便）物品流通券
海外医療
海外学費
海外宿泊
海外レンタカー
海外交通費
海外飲食
ローンキャッシングサービス
キャッシュサービス
ローン
通販
通販　旅行・運輸
通販　サービス
通販　物品（1）
通販　物品（2）
通販　物品流通券
インターネット通販
インターネット通販　旅行・運輸
インターネット通販　サービス
インターネット通販　物品（1）
インターネット通販　物品（2）
インターネット通販　物品流通券
プロバイダー利用料
デジタルコンテンツ
旅行・運輸
鉄道・バス運賃
鉄道回数券
プリペイドカード（鉄道・バス）
鉄道定期券・周遊券
国内航空券
航空回数券
国際航空券
乗船券 
国内パッケージ旅行
国際パッケージ旅行

レンタカー・タクシー・ハイヤー
引越代金
サービス（1）
宿泊
食事・宴会 
飲食
施設利用料・結婚式場
ゴルフプレー
入場料 ( テーマパーク ) 
カラオケ
入浴（サウナ）
不動産
リフォーム 
サービス（2）
修理・営繕 ( 含車検）
理容・美容院
エステティックサロン
ネイルサロン 
医療 
マッサージ・カイロプラクティック
通話料
国内通話料
国際通話料
携帯電話・PHS 通話料
受講料・学費
保険料
新聞購読料 
公共料金 
RESERVE 
RESERVE 
(ｶｰﾄﾞ会社独自使用可 ) 
物品（1）
宝石・貴金属
指輪
時計類 
ライター 
カメラ（含レンズ・8 ミリ）
ビデオカメラ
デジタルカメラ 
事務用品 
RESERVE 
物品（2）
工具・園芸用品
電気製品
音響製品 
( ステレオ・ラジオ・アンプ ) 
ビデオ
テレビ
エアコン  

240
250
3＊＊

300
310
320
330
331
332
333
340
350
351
4＊＊

400
410
411
412
420
421
430
431
432
433
440
450
460
470
480
49＊

5＊＊

500
510
540
541
560
561
562
570
590
6＊＊

610
650
652

653
564
655

656
657
660
670
680
681
682
683
7＊＊

710
720
730
750
760

770
790
8＊＊

810
820
830
831
832
840
850
860
870
880
890
891
892
893
894
9＊＊

910
911
912
913
914
920
921
950
970
971
980
981

990

DVD プレイヤー
液晶テレビ 
照明器具
携帯電話・PHS 
OA 機器 
パソコン 
OA 周辺機器
ノート型パソコン 
物品（3）
自動車・自動二輪
自転車
中古車 
ガソリン類 
タイヤ・カーエアコン・ 
その他自動車用品
カーナビ
メガネ・コンタクト 
物品（4）
薬・化粧品
家庭用雑貨
衣服
毛皮・生地 
呉服 
バック・カバン
靴 
寝具・カーペット
身辺雑貨品
家具
食料品
健康食品
酒類・タバコ
土産
花 
物品（5）
スポーツ用品・玩具・人形
ゴルフボール
クラブセット 
ｹﾞｰﾑ機・ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ
ペット
書籍・レコード・CD 
CD レンタル 
楽器
美術・骨董品・古銭・切手
陶磁器 
進物・歳暮・中元 
流通券（ビール・ハム・醤油・
図書・旅行券）
区分けできないもの 

困ったとき
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7.4　問合せ先

電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

・取引内容についてはJ-Mupsヘルプデスクへお問い合わせください。

取引内容について

電話番号　0120-220-766 (365日24時間）
J-Mups ヘルプデスク

操作／運用／故障／セルフセッティングについて

お問い合わせ先：

・お使いのPOSベンダーへお問い合わせください。

困ったとき
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