
始めに「必ずご確認ください」

steraTerminalは、下記「VJAグループ」各法人が取り扱っており、VJAグループでは、不可侵協定を結ばれております
（既存契約がある場合は、既存契約先からsteraを導入）

VJAグループとの加盟店契約の有り無しを確認したうえで
「VJAグループと契約なし」の場合に、ご提示した条件にてご契約が可能となります
もし、VJAグループと契約締結済みの場合、ご提示した内容は無効となり、ご契約先の条件提示でのご利用となる旨をご
了承ください

ご契約の確認方法

毎月のクレジット売上の振込先銀行の、振込明細等でご確認頂けます

※ 尚、ビジコムの決済端末連携ソリューションは、決済端末との接続サービスとなります
　 加盟店契約先との、料率・端末代金・・等には、一切関知しておりません

北海道 関東 中部 中国 九州・沖縄

道銀VISAカード 群馬銀行 北陸VISAカード ごうぎんVISAカード 九州VISAカード

東北 群銀VISAカード 北國マルチワンカード 中国銀行VISAカード
九州しんきん
VISAカード

青森銀行VISAカード
＜aomo＞ つくばバンクカード 北国VISAカード 中銀VISAカード FFG VISAカード

あおぎんVISAカード むさしのVISAカード 三十三VISAカード
中国しんきん
VISAカード

福岡銀行VISAカード

秋田銀行Only Oneカード 京葉銀VISAカード スルガVISAカード やまぎんVISAカード さぎんmotecaカード

あきぎんVISAカード 三井住友VISAカード 中部しんきんVISAカード 四国
ちくぎんマルチナ
VISAカード

いわぎんVISAカード しんきんVISAカード 近畿
四国しんきん
VISAカード

鹿児島カードVISA

荘銀ブライトワン 東京VISAカード 南都VISAカード 伊予銀行VISAカード おきぎんVISAカード

北都ブライトワン
三井住友トラスト
VISAカード

紀陽VISAカード 阿波銀VISAカード

東北しんきんVISAカード りそなVISAカード 三井住友VISAカード 高知VISAカード

七十七VISAカード きらぼしカード 近畿しんきんVISAカード 四国銀行VISAカード

大東VISAカード きらぼし銀行 りそなVISAカード

東邦Alwaysカード
<VISA> 横浜バンクカード

りそなカード
（旧関西VISAカード）

東邦VISAカード 池田泉州VISAカード

みなとVISAカード



BUSICOM決済サービス (Stera エントリーシート)
お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。申込手続きについては、三井住友カード株式会社よりご案内を差し
上げます。ご契約にあたっては、改めてご契約書のご記入が必要となります。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX：03-5229-5199 E-Mail：info@busicom.co.jp 申込日 　　　年 月 日

法人名(個人名)

　代表店舗名

　業種

（取扱い品、ｻｰﾋﾞｽ)

　法人住所

〒

電話番号/FAX TEL FAX

　ご担当者様情報

名前 連絡希望
時間帯

TEL 携帯番号

Eメール

　現在の利用状況 キャッシュレス決済導入 （有の場合）
ご契約カード会社

 導入希望時期/必要台数 　　年 月 日
※審査状況により前後しますが、お申込から設置までに2か月程要します

店舗数 店

必要台数 台

希望決済
メニュー

ご導入条件 決済メニュー 備考/詳細

クレジット
(必須) 2.80% ☑ VISA/Mastercard -

銀聯

電子マネー

コード決済

3.25%

-
交通系/nanaco/WAON/Edy/iD

Paypay/LINEpay/d払い/
au Pay/楽天Pay/ゆうちょPay

Alipay/WechatPay

その他 - JCB / AMEX / Diners / QUICPay JCB社との個別ご契約・料率
となります

stera terminal 本体費用

*三井住友カードからの請求となりま
す

項目 費用(税別)

☑ SteraTerminal本体  87,000円　(必須)

☑ POS連動ｹｰﾌﾞﾙ 8,000円　(必須)

　月額基本利用料 　　無償

BCPOS連動費用 BCPOS Stera接続用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：15,000円/1台 現地調整費用　：10,000円/1台

　その他

※stera端末の設置にはＬＡＮ回線が必要となります。
※端末の設置は申込から2カ月ほどお時間を頂きます。
※コード決済は各社毎に審査状況よって、利用開始日が異なる可能性がございます。

※JCB社から、料率の開示・契約方法についてご連絡差し上げます 連絡不用

備考

※ 加盟店契約書のご案内、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を三井住友カード株式会社よりご案内差し上げます

弊社記入欄 ※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。

BC営業担当 　連絡先電話番号

　支店名 　担当者メール @busicom.co.jp



BUSICOM決済サービス (Stera エントリーシート

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。申込手続きについては、三井住友カード株式会社よりご案内を差し
上げます。ご契約にあたっては、改めてご契約書のご記入が必要となります。（最終更新日2022/01

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX：03-5229-5199 E-Mail：info@busicom.co.jp 申込日 　　　年 月 日

　法人名(個人名) 株式会社ビジコム

　代表店舗名 ショップビジコム　江戸川橋本店

　業種
物販：POSレジ本体/POS周辺機器/店舗用品/

（取扱い品、ｻｰﾋﾞｽ)

　法人住所

〒 112-0014

　
　東京都文京区関口1-20-10　
　住友不動産江戸川橋駅前ビル 8F

 　電話番号/FAX TEL 03-1234-5678 FAX 03-1234-5679

　ご担当者様情報

名前 くれじっと太郎 連絡希望
時間帯 平日　10:00～18：00

TEL 03-0000-0000 携帯番号 090-0000-0000

Eメール abcdefg@000.com

　現在の利用状況 　キャッシュレス決済導入 （有の場合）
ご契約カード会社 ＪＭＳ

　 導入希望時期/必要台数 2021年　10  月    15 日
※審査状況により前後しますが、お申込から設置までに2か月程要します

店舗数 2 店

必要台数 4 台

希望決済
メニュー

ご導入条件 決済メニュー 備考/詳細

クレジット
 (必須) 2.80%    ☑　VISA/Mastercard -

銀聯

電子マネー

コード決済

3.25%

-
交通系/nanaco/WAON/Edy/iD

Paypay/LINEpay/d払い/
au Pay/楽天Pay/ゆうちょPay

Alipay/WechatPay

その他 - JCB / AMEX / Diners / QUICPay JCB社との個別ご契約・料率
となります

stera terminal 本体費用

*三井住友カードからの請求となりま
す

項目 費用(税別)

　☑　SteraTerminal本体 　 87,000円　(必須)

　☑　POS連動ｹｰﾌﾞﾙ 　　8,000円　(必須)

　月額基本利用料 　　無償

　BCPOS連動費用 　BCPOS Stera接続用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：15,000円/1台　　　　現地調整費用　：10,000円/1台

　その他

※stera端末の設置にはＬＡＮ回線が必要となります。
※端末の設置は申込から2カ月ほどお時間を頂きます。
※コード決済は各社毎に審査状況よって、利用開始日が異なる可能性がございます。

※JCB社から、料率の開示・契約方法についてご連絡差し上げます 連絡不用

備考

※ 加盟店契約書のご案内、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を三井住友カード株式会社よりご案内差し上げます

 弊社記入欄 ※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。

　BC営業担当 　連絡先電話番号

　支店名 　担当者メール @busicom.co.jp



BUSICOM決済サービス (設置済みStera エントリーシート

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX：03-5229-5199 E-Mail：info@busicom.co.jp 申込日 　　　年 月 日

　法人名(個人名)

　加盟店名 屋号

　業種

（取扱い品、ｻｰﾋﾞｽ)

　加盟店住所

〒 社判(ハンコ)可

※ 希望店舗が複数の　　  
場合、本店を記入

TEL FAX

　クレジット
　ご担当者

名前 連絡希望
時間帯

TEL 携帯番号

Eメール

端末識別番号(13桁)

　SteraPOS連動
　初期費用

　SteraPOS連動プログラム    ：  15,000円　　POS連動ｹｰﾌﾞﾙ　： 8,000円

※ 三井住友カード様からのご請求
※ POS連動プログラムは、申請・お支払い後、約  2週間で端末にダウンロード
　されます

　BCPOS連動　
　初期費用

　BCPOS Stera接続用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：  15,000円　　現地調整費用 　： 10,000円

※ ビジコムからのご請求
※ POS連動プログラムインストール後に、BCPOSの連動設定を行います

　その他、備考

 弊社記入欄 ※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。

　BC営業担当 　連絡先電話番号

　支店名 　担当者メール @busicom.co.jp



BUSICOM決済サービス (設置済みStera エントリーシート

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX：03-5229-5199 E-Mail：info@busicom.co.jp 申込日 2022 年 8 月 8 日

　法人名(個人名) 株式会社ビジコム

　加盟店名 ショップビジコム 江戸川橋本店 屋号 ショップビジコム

　業種
　物販：POSレジ本体/POS周辺機器/店舗用品/

（取扱い品、ｻｰﾋﾞｽ)

　加盟店住所

〒 112-0014 社判(ハンコ)可

　
　東京都文京区関口1-20-10　

　住友不動産江戸川橋駅前ビル 8F

※ 希望店舗が複数の　　  
場合、本店を記入

TEL 03-1234-5678 FAX 03-1234-5679

　クレジット
　ご担当者

名前 くれじっと太郎 連絡希望
時間帯 平日　10:00～18：00

TEL 03-0000-0000 携帯番号 090-0000-0000

Eメール abcdefg@000.com

端末識別番号(13桁) 11111-222-33333

　SteraPOS連動
　初期費用

　SteraPOS連動プログラム    ：  15,000円　　POS連動ｹｰﾌﾞﾙ　： 8,000円

※ 三井住友カード様からのご請求となります
※ POS連動プログラムは、申請・お支払い後、約  2週間で端末にダウンロードされます

　BCPOS連動　
　初期費用

　BCPOS Stera接続用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：  15,000円　　現地調整費用 　： 10,000円

※ ビジコムからのご請求となります
※ POS連動プログラムインストール後に、BCPOSの連動設定を行います

　その他、備考

 弊社記入欄 ※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。

　BC営業担当 　連絡先電話番号

　支店名 　担当者メール @busicom.co.jp



【stera terminal】 POS接続指示書　（赤枠内をご記入ください）
管理
No.

申
込
内
容
記
入
欄

申込契約者 設置先店舗名

電話番号

ご担当者名

申込形態 POSベンダ 株式会社ビジコム

電話番号

ご担当者名

ＤＬＬ日 設置希望日

　対象端末代表TID - 台

POSケーブル
持参の要不要 要 POSケーブル

発送先
本

▽以下の項目の記入 /選択をお願い致します。

加
盟
店
様
（
P
O
S
ベ
ン
ダ
）
記
入
欄

項目名 指示内容 項目説明

同行あり /なし

▢  同行あり
端末設置時にPOSベンダ様が設置保守員に同行するか否か
※同行ありの場合、設置保守員から POSベンダ様へ設置日をご連絡します。☑ 同行なし

POSﾒｰｶｰ名 BUSICOM 接続対象のメーカー名をご記入ください。

POS機種 接続対象の機種名をご記入ください。

加盟店設定テーブル内容

項目名 デフォルト値 設定値 項目説明

シ
ス
テ
ム
設
定
値

P
O
S
設
定
テ
｜
ブ
ル

POS接続 1 1：有
POS接続するかどうかを設定します。
“POS接続なし”に設定しますと、PO+AG26:BD40S未接続時に端末の単独運用が可能になります。
　　　0：POS接続なし　 “無”　／　1：POS接続あり　 “有”

起動種別 1 0：端末
業務の開始が端末起動か、 POS起動かを指定します。
本端末はＰＯＳ起動のみとなります。
　　　1：POS

金額訂正入力 1 0：不可
POSから送信された金額、税／その他データを訂正入力できるかどうかを設定します。
“訂正入力不可 ”に指定しますと、金額入力および税／その他入力の画面を表示せず、 POSが送信したデータをそ
のまま取引に使用します。
　　　0：訂正入力不可　 “無”　／　1：訂正入力可　 “有”

毎取引通信 1 1：有 売上などの業務処理時、 POSと通信するかどうかを設定します。
　　　0：取引毎に通信しない　 “無”　／　1：取引毎に通信する　 “有”

日計ﾃﾞｰﾀ送信 1 1：有
日計処理時、POSに集計データを送信するかどうかを指定します。
“データ送信なし ”に指定しますと、日計表の印字のみを行います。
接続するPOSメーカ・機種によっては、データ送信機能を利用できない場合があります。
　　　0：データ送信なし　 “無”　／　1：データ送信あり　 “有”

取引一連No. 0 0：無 取引明細データに、取引一連 No.を付加するかしないかを設定します。
　　　0：取引一連No.なし　“無”　／　1：取引一連Noあり　“有”

処理結果通知 1 1：有 POSに対する処理結果通知を行うか行わないかを設定します。
　　　0：処理結果通知なし　 “無”　／　1：処理結果通知あり　 “有”

日計表P印字 1 1：有 POS連動による取引に対して、日計表に ‘Ｐ’印字するかしないかを設定します。
　　　0：日計表への ‘Ｐ’の印字なし　 “無”　／　1：日計表への ‘Ｐ’の印字あり　 “有”

入力ﾀｲﾑｱｳﾄ 1 0：無
カード入力後のキー入力時の画面表示でタイムアウトを発生させるかさせないかを設定します。
POS連動動作時のみ有効です。通信エラー等による単独運用時はタイムアウト “有”の動作になります。
　　　0：タイムアウトなし　 “無”　／　1：タイムアウトあり　 “有”

中間計送信 0 0：無
中間計処理時、POSに中間計データを送信するかしないかを設定します。
端末起動時のみ有効です。 POS起動時は中間計の送信 “有”の動作となります。
　　　0：中間計の送信なし　 “無”　／　1：中間計の送信あり　 “有”

中間計印字 0 0：無
POSに中間計を送信する場合で、中間計を帳票出力するかしないかを設定します。
POS起動時のみ有効です。端末起動時は中間計の印字 “有”の動作となります。
　　　0：中間計の印字なし　 “無”　／　1：中間計の印字あり　 “有”

単独運用確認画面 0 0：無
端末単独運用確認画面を表示するかしないかを設定します。
　　　0：端末単独運用確認画面の表示なし　 “無”　
　　　1：端末単独運用確認画面の表示あり　 “有”

単独運用禁止設定 0 1：単独運用なし 端末単独運用 (POS連動しない動作）を禁止するかしないかを設定します。
　　　0：単独運用をあり　／　 1：単独運用を禁止

付加情報通知 0 0：無 処理結果通知情報内にＩＣ情報、ポイント情報を付加するかしないかを設定します。
　　　0：付加しない　 “無” ／ 1：付加する　 “有”

税/その他
付与対象

1 1：有 ＰＯＳからの税／その他データをポイント付与対象に含むか含まないかを設定します。
　　　0：含まない（金額のみ）　　　 “無”　／　1：含む（金額＋税／その他）　 “有”

ﾎﾟｲﾝﾄ処理
結果通知契機

0 1：後 オンラインポイント決済連動時の処理結果通知における送信契機を設定します。
　　　0：決済取引後  ポイント前　 “前”　／　1：決済取引  ポイント両方終了後　 “後”

ﾎﾟｲﾝﾄ処理
結果通知

1 1：有
ポイント業務のＰＯＳに対する処理結果通知を行うか行わないかを
設定します。 (クレジット／デビットは対象外 )
　　　0：処理結果通知を行わない　 “無”　／　1：処理結果通知を行う　　　 “有”

DCCパラメータ有無 0 0：無
クレジット業務の処理結果中でＤＣＣパラメータの通知を行うか
行わないかを設定します。
　　　0：ＤＣＣパラメータ通知を行わない　 “無”　／　1：ＤＣＣパラメータ通知を行う　　　 “有”

会員番号
表示有無

0 0：無
各アプリケーションの処理結果通知およびデータ送信コマンド中の
会員番号（カード番号等）を非表示状態でＰＯＳへ送信するかしな
いかを設定します。
　　　0：オールスペース “無”　／　1：非表示会員番号（下４桁以外スペース）　 “有”

R
S
2
3
2
C
設
定

通信速度 1 1: 4800bps 通信速度を設定します。
　　　0 : 9600bps　／　1：4800bps　／　2：2400bps　

垂直ﾊﾟﾘﾃｨ 0 0：無 垂直パリティの有無を指定します。
　　　0 ： 垂直パリティなし　 “無”　／　1 ： 垂直パリティあり　 “有”

ﾌﾞﾛｯｸｻｲｽﾞ 0 0：256バイト 送受信電文のブロックサイズ
　　　0：256バイト　／　1：160バイト

【備考】


