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Alipay 連動時のシステム要件Alipay 連動時のシステム要件

【BCPOSは、 新のバージョンver7.4である事】

※BCPOS ver7.6以降のバージョンアップ料金

　 は無料です（ver7.6リリース2018/06/01）

Alipay は、カードの代わりに、スマートフォンの会員番号バーコート゛を読取ります。

スマートフォンの画面を読める「バーコート゛リーダー」が必要となります。

BCPOSのハードウェアセットで販売したバーコート゛リーダーは主に、BCN-NU1000及び、

BCN-NU1200Uとなります。

BCN-NU1000の場合、スマートフォンを読み取れません。

BCN-NU1200Uの場合、販売時期により読み取れる機種と、読み取れない機種がございます。

（右記画像参照）BCN-NU1200Uで、Serial No先頭に「A」がある事読取りが可能です。

背面 ラヘ゛ルを参照してください。

※BCN-NU1200UでSerial先頭に「A」が付くモデルの

販売は、約2016/10以降販売の製品が対象

※あっと免税用のパスポートリーダー

　　1900PPは、読み取り可能です。

スマホ読取り可能、推奨製品

・ビジコム製バーコート゛リーダーの現行販売機種は、全てスマートフォンの読取りが可能です。

WindowsOS対応表

×〇PosReady 7(RZ-A390)

64bit32bit

××Windows XP

〇〇Windows   7

〇〇Windows   8

〇〇Windows 8.1

〇〇Windows 10

【インターネット環境が必須となります】

イントラネットを構築されている場合、ネットワーク

管理者との打ち合わせが必要になります。

【OSについてはWindows7以上である事】

売価耐衝撃ｽｷｬﾝ速度機能型番

落下/1.8m

落下/1.2m

落下/1.0m

落下/1.0m

300/秒

200/秒

200/秒

120/秒

LED有

LED有+振動

LED有

LED無

¥7,400BCN-1200U

¥4,600BC-CP700VU

¥2,760BC-CP600U

¥2,980BC-BR900L

　バーコート゛リーダー　バーコート゛リーダーBCPOSのバージョンBCPOSのバージョン

WindowsWindows

インターネット環境インターネット環境

ハードウェア要件ソフトウェア要件
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Alipay 決済サービス申込書サンプル-①Alipay 決済サービス申込書サンプル-①

お送り差し上げる、決済サービス申込書・決済サービス店舗登録申請書(複数店舗時) ・決済サービス店舗登録申請書(店舗別振込先) 、記入例を同封しています。

尚、ご返送頂く際には、各種申込書の他、申込み法人の登記簿謄本、他店舗写真のメール送付(P-4参照)が必要となります。
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Alipay 決済サービス申込書サンプル-②Alipay 決済サービス申込書サンプル-②

申請書の原本を、ご返送ください。
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申込書の記入

・利用規約に同意の上、申込書をご記載ください

（代表者の捺印もお願いいたします）
・審査期間は、全ての書類がそろっている

場合、通常は約1週間前後となります。

・申込書の原本をご返送ください。
（後日、申込書を郵送にて、控えをお送りい
たします）
・代表者の捺印をお願いします。
上場・大手法人様の場合、会社角印でお願
いします。

・申込書の原本をご返送ください。
（後日、申込書を郵送にて、控えをお送りい
たします）
・代表者の捺印をお願いします。
上場・大手法人様の場合、会社角印でお願
いします。

POINT

郵送で頂く内容

・申込法人の登記簿謄本

・申込書の原本

申込書申込書

・通常のクレジット審査と同等の内容

　(公序良俗に反するお店は不可)

末締めの翌月末、振込となります

（利用金額が1万円500円未満の場合、翌月へ

繰越し1万円500円達成時に振込を行います）

※振込手数料については、加盟店負担432円

※取引金額が大きい場合、別途お打合せ

申込に関連する手続き等申込前の説明

審査基準審査基準

支払サイクル支払サイクル

審査期間審査期間

Alipay 申込の流れAlipay 申込の流れ

【メールにて、店舗写真をお送りください】

----------Alipay 申請用------------
会社名：
導入店舗名：
TEL(店舗)：

※店舗写真を、添付
例）ビジコム社運営、山口県「POS Caffe」撮影例

申込時に、写真をお送りください
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・申込書類に不備が無い場合、

1週間程度で審査結果をご報告差し上げます。

アカウント発行と設定ファイル

アカウント発行(設定ファイルのメール送付）アカウント発行(設定ファイルのメール送付）審査結果の報告審査結果の報告

審査結果とAlipay アカウントの発行審査結果とAlipay アカウントの発行

・審査結果として

「アカウント」「専用管理画面URL」「ログインID」「パスワード」がお客様用に発行されます。（メール）

上記「管理画面URL」をインターネットブラウザで開きます。

記載「ログインID」「パスワード」で

・取引照会・取引分析・入金照会・レシート照会・店員管理

・加盟店情報・・・等、が行えます。

※Alipay 管理画面の操作方法は、ユニヴァ・ペイキャスト

　 作成の操作マニュアルをご参照ください。

871500000002003036
871500000002003026

871500000002003016
TID

sample@busicom.co.jp
ログインID

YsuLFet
qxBTIo9

YAEcbHj
PW

AnDeWZxvObLE
パスワード

ビジコム⼤阪店1【サンプル】株式会社ビジコム
ビジコム東京店2【サンプル】株式会社ビジコム

ビジコム東京店1【サンプル】株式会社ビジコム
端末アカウント名加盟店名

決済アプリ
（招待Pay）情報

https://bao-demo.ccps.jp/Shop【サンプル】株式会社ビジコム
管理画面URLアカウント名

管理画⾯情報

【サンプル】株式会社ビジコム87000005

店舗名店舗ID
加盟店様情報

Alipay 管理画面Alipay 管理画面

下記

管理画面用

BCPOS

設定用
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BCPOSの設定BCPOSの設定

Alipay   BCPOS設定Alipay   BCPOS設定

① BCPOS「全般設定」＞「基本設定」＞「小計」 ＞

　　クレジット機能使用[する]＞[決済連携設定]を押します　

② クレジット決済連携＞「Alipay 」＞[連携する]＞[端末MID]「パスワード」を入力「更新」で終了

決済/通信テストについて決済/通信テストについて

原則、テスト不要ですが

取引額が多い店舗等不安がある場合には、ユニヴァ・ペイキャストと相談し、

中国人ユーザーに本番テストを依頼してください

テストサーバを使ったテストは、Alipay Weｂ管理画面内のQRコードを読取る

事で実施が可能です。

□ BCPOS設定値について

審査OK後に、メールで送信される「招待payアカウント情報.xlsx」ファイル内の

下記記載値をBCPOSへ入力します

□ 取消用パスワードについて

管理画面内のパスワードは初期値が「1234」となっています。

初期値のままの場合はBCPOSに「1234」を入力、変更した場合変更値を入力。

※BCPOS運用上、決済連動設定で使用した後は、運用しません。

BCPOSの返品（取消）時に、バックグラウンドで自動入力しています。

上記テストボタンで、サーバ接続テストを

行えます。





Alipay   BCPOS 決済連動
操作マニュアル

Alipay   BCPOS 決済連動
操作マニュアル



Alipay 決済の流れ-1Alipay 決済の流れ-1

店
舗
様

お
客
様

① 小計画面で「Alipay 」ボタンを押します ② お客様のスマホをコードスキャンする画面が
表示されます

④ スマートフォンのAlipay 会員
バーコート゛をスキャンします

③お客様は、自身のスマホでAlipay の会員証をスマホで提示します
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Alipay 決済の流れ-2Alipay 決済の流れ-2

⑤ 小計画面で「Alipay 」ボタンを押します ⑥ サーバ通信します ⑨ レシートが印字されて販売画面に戻ります。

⑩ お客様のスマホに支払いが成功した表示がでます。 ⑩ レシートをお渡しして完了
※クレジット伝票に類似した書類は不要です

※ PW入力画面

⑧-2 問題がなければ、
POS側に決済完了画面を表示

消費者側のAlipay  
アプリでPWを求められる（例

・一回の取引金額が1,000元を
超える（現レートで約15,000円）
　　　　　　　　　　　2017/03/23

・消費者が1日でAlipay  
アプリ決済を、5回以上行った
・・・等

※ 上記決済金額、決済回数は
Alipay 側の意向で、変更される
場合がございます

※PWについては、消費者しか
知り得ません

⑦-1 消費者側の画面で、
PW入力を求められる場合
があります。
（PW要求条件には個人差
があります）
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Alipay （伝票返品）の流れ-1Alipay （伝票返品）の流れ-1

店
舗
様

お
客
様

② 販売画面で「F2 伝返」ボタンを押します ③ 伝票返品画面で、該当のレシートを、伝票Noや
　 バーコート゛読取り(初期設定)で、呼び出します。

④ 販売画面に、伝票が呼び出されますので「小計」を押します。

① お客様の販売レシートを確認します
注）セット販売を行った場合伝票返品は行えません。
　　 P-14商品別返品で処理を行ってください

注）販売レシート(5品販売)の内、1品だけの返品であっても、
　　 Alipay 決済時の返品処理は、必ず伝票返品処理を行ってください。

　　 伝票返品で、販売を全てキャンセルし、返品しない商品を再度、
　　 販売を行いAlipay 決済を再度行ってください。
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⑤ 小計画面で「Alipay 」ボタンを押します ⑥ お客様のスマホをコードスキャンする画面が表示され
ます
伝票返品の場合「伝票日付」「伝票番号」は自動入力

⑧ スマートフォンのAlipay 会員
バーコート゛をスキャンします

⑦ お客様は、自身のスマホでAlipay の会員証をスマホで提示します

Alipay （伝票返品）の流れ-2Alipay （伝票返品）の流れ-2
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⑩ サーバ通信します ⑫ レシートが印字されて販売画面に戻ります。

⑫ お客様のスマホに返金が成功した表示がでます。 ⑬ レシートをお渡しして完了
※クレジット伝票に類似した書類は不要です

⑪完了画面を表示

Alipay （伝票返品）の流れ-3Alipay （伝票返品）の流れ-3

店
舗
様

お
客
様
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⑨ 「Alipay 返金」画面が表示されます　　　　　　

※ 返品時、WeChat Payと違い、
　　管理者IDの登録等は不要です。



Alipay （商品別返品）の流れ-1Alipay （商品別返品）の流れ-1

店
舗
様

お
客
様

② お客様のレシートを確認して、返品する商品を読込み「F8 返品」を押します ③ 返品モードへ切り替わりますので「小計」を押します

① お客様の販売レシートを確認します

P-14

注）セット販売を行った場合以外は、
　　基本的に伝票返品で処理を行ってください



店
舗
様

お
客
様

④ 小計画面で「Alipay 」ボタンを押します ⑤ お客様のスマホをコードスキャンする画面が表示
されます
レシートを確認して「伝票日付」「伝票番号」を入力

⑦ スマートフォンのAlipay 会員
バーコート゛をスキャンします

⑥ お客様は、自身のスマホでAlipay の会員証をスマホで提示します

Alipay （商品別返品）の流れ-2Alipay （商品別返品）の流れ-2

P-15



⑧ 「Alipay 返金」画面が表示されます　　　　　　 ⑨ サーバ通信します ⑪ レシートが印字されて販売画面に戻ります。

⑪ お客様のスマホに返金が成功した表示がでます。 ⑫ レシートをお渡しして完了
※クレジット伝票に類似した書類は不要です

⑩完了画面を表示

※ 返品時、WeChat Payと違い、管理者IDの登録等は不要です。

Alipay （商品別返品）の流れ-3Alipay （商品別返品）の流れ-3
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Alipay   BCPOS 決済連動
復旧マニュアル

Alipay   BCPOS 決済連動
復旧マニュアル
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Alipay の復旧作業Alipay の復旧作業

　PC
クラッシュ →　　　　　 →　　　　　 →　　　　　　 → PC
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 システム復旧　

HELP

ビジコム
ユーザーサポート

SHARP保守部隊
365日/9:00-20:55

ユニヴァ・ペイキャストサポート
365日24ｈ

（ご契約後に、電話番号をお伝えします）

「加盟ID」「店舗名」を元に、・接続のリセットを実行（必須）　
・該当店舗のBCPOS用設定情報（TID/PW）を伝えます。

　　　　ユニヴァ・ペイキャストへ
　　　 「加盟ID」と「店舗名」を伝える

該当店舗のBCPOS用設定情報

（TID/PW）を通知 (Mail or TEL)

BCPOSに「TID」

「PW」を適用
リモート

SHARP保守の手配

「加盟ID」と
「店舗名」を　伝える

■「加盟ID」と「店舗名」の記載場所

審査OK後にメールされる下記「加盟店情報」に記載さ

れています（赤字部分）

上記「加盟店情報」があれば、BCPOSの設定は可能で

すが、ユニヴァペイキャスト側のシステム再起動が必要

なので、ユニヴァペイキャストへ必ず連絡してください。

※ お願い
「加盟店ID」「(登録)店舗名」は、復旧作業を迅速に行
うため、直ぐにわかる場所へシール等で、貼り付けてお
いてください。
（POS内ですとクラッシュ時に見る事ができません）

P-18




