
BUSICOM決済サービス　エントリーシート（2021/02
必要事項をなるべくご記入の上、FAXまたはメールでご返送頂くか、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 2020年 月 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 社版(ハンコウ)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、本店をご記入ください

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

　クレジット
　ご担当者

名前 くれじっと太郎 希望連絡
時間帯 平日　10:00～18：00

TEL 03-0000-0000 携帯番号 090-0000-0000

　現在の利用状況 クレジット決済端末の利用 あり なし 現料率 3.8 %

　導入希望時期 2019/06頃、なるべく早急に 店舗数 2 店 台数 3 台

　決済種別
（クレジット） 料率 3.24％～

VISA/Master 銀聯 JCB/AMEX/Diners

※ JCB/AMEX/Dinersは、JCBとの加盟店契約/料率交渉となります

　決済種別
（電子マネー）

料率 2.50％～ 交通系電子マネー(Pitapa除く)

料率 3.10％～ WAON iD 楽天Edy nanaco

※ 電子ﾏﾈｰ利用には、電子ﾏﾈｰ専用ﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ 特価￥9,000/台(定価46,000円)が別途必要

　その他、備考 事業規模の如何に関わらず、決済端末は無償貸与となります

初期費用（J-Mups初期導入費用） 月額費用(センター利用料)

POS連動
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

POS連動ｹｰﾌﾞﾙ
￥25,000/1台

　・ｸﾚｼﾞｯﾄ/銀聯 

　・電子ﾏﾈ-(交通系含む)

月額￥300

月額￥500

/台

/台

J-mups端末設置費用

電子ﾏﾈｰ
利用時

電子ﾏﾈｰ(ALL)初期設定費用(Max) ¥9,000 /1台

※電子ﾏﾈｰ初期設定費用内訳(個別契約時、下記参照)

交通系 ￥2,000（必須）iD ￥1,000、 　[電子ﾏﾈｰ追加ｵﾌﾟｼｮﾝ］

nanaco ￥2,000、WAON ￥2,000、楽天Edy ￥2,000  　・ i  D 月額￥150 /台

連動費用

J-mups接続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ¥15,000 /1台 　 ・nanaco 月額￥200 /台

J-mups現地調整費用 ¥10,000 /1台 　 ・WAON 月額￥200 /台

　 ・楽天Edy 月額￥200 /台

※ 加盟店契約書のご案内、料率、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を(株)JMSよりご案内差し上げます

　BC営業担当 〇〇 　連絡先電話番号 〇〇

　支店名 東京本社 　担当者メール sample @busicom.co.jp



BUSICOM決済サービス　エントリーシート（2021/02
必要事項をなるべくご記入の上、FAXまたはメールでご返送頂くか、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 2020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

〒 社版(ハンコウ)可

※ 希望店舗が複数の場
合、本店をご記入ください

TEL FAX

　クレジット
　ご担当者

名前 希望連絡
時間帯

TEL 携帯番号

　現在の利用状況 クレジット決済端末の利用 あり なし 現料率 %

　導入希望時期
審査期間1.5～2ヵ月を要します 店舗数 店 台数 台

　決済種別
（クレジット） 料率 3.24％～

VISA/Master 銀聯 JCB/AMEX/Diners

※ JCB/AMEX/Dinersは、JCBとの加盟店契約/料率交渉となります

　決済種別
（電子マネー）

料率 2.50％～ 交通系電子マネー(Pitapa除く)

料率 3.10％～ WAON iD 楽天Edy nanaco

※ 電子ﾏﾈｰ利用には、電子ﾏﾈｰ専用ﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ 特価￥9,000/台(定価46,000円)が別途必要

　その他、備考

初期費用（J-Mups初期導入費用） 月額費用(センター利用料)

POS連動
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

POS連動ｹｰﾌﾞﾙ
￥25,000/1台

　・ｸﾚｼﾞｯﾄ/銀聯 

　・電子ﾏﾈ-(交通系含む)

月額￥300

月額￥500

/台

/台

J-mups端末設置費用

電子ﾏﾈｰ
利用時

電子ﾏﾈｰ(ALL)初期設定費用(Max) ¥9,000 /1台

※電子ﾏﾈｰ初期設定費用内訳(個別契約時、下記参照)

交通系 ￥2,000（必須）iD ￥1,000、 　[電子ﾏﾈｰ追加ｵﾌﾟｼｮﾝ］

nanaco ￥2,000、WAON ￥2,000、楽天Edy ￥2,000  　・ i  D 月額￥150 /台

連動費用

J-mups接続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ¥15,000 /1台 　 ・nanaco 月額￥200 /台

J-mups現地調整費用 ¥10,000 /1台 　 ・WAON 月額￥200 /台

　 ・楽天Edy 月額￥200 /台

※ 加盟店契約書のご案内、料率、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を(株)JMSよりご案内差し上げます

　BC営業担当 　連絡先電話番号

　支店名 　担当者メール @busicom.co.jp



 ０．４８００bps　　１．９６００bps

 ２．１９２００bps　３．３８．４Ｋbps

 ４．５７．６Ｋbps　５．１１５．２Ｋbps

 ０．なし　　　　　 １．初回のみスキップ

 ２．全スキップ

接続ＰＯＳＩ／Ｆ　：　Ｂタイプ

 ０．４８００bps　　１．９６００bps

 ２．１９２００bps　３．３８．４Ｋbps

 ４．５７．６Ｋbps　５．１１５．２Ｋbps

 ０．なし　 　　 　 １．初回のみスキップ

 ２．全スキップ

接続ＰＯＳＩ／Ｆ　：　Ｍタイプ

 ０．４８００bps　　１．９６００bps

 ２．１９２００bps　３．３８．４Ｋbps

 ４．５７．６Ｋbps　５．１１５．２Ｋbps

 ０．なし　 　　 　 １．初回のみスキップ

 ２．全スキップ

【JET　POS連動設定確認書　加盟店　：                                   様　】

接続ＰＯＳ情報 　メーカー名：株式会社　ビジコム　　　　　　　機種　：　Seav

接続ＰＯＳＩ／Ｆ　：　Ａタイプ

ＰＯＳ接続レスポンス

メッセージ長可変設定

詳細データ部送信設定

０．なし　　　　　 １．あり

０．なし　　　　　 １．あり

０．なし　　　　　 １．あり

端

末

設

定
シリアル設定（通信速度）

POS連動_単独運用 ０．否　　　　　　 １．可

シリアル設定（通信速度）

非連動警告画面表示 ０．なし　　　　　 １．あり

POS連動_単独運用 ０．否　　　　　　 １．可

非連動警告画面表示 ０．なし　　　　　 １．あり

POS連動マルチ選択 ０．禁止　　　　 １．許可

ＰＯＳ金額訂正 ０．なし　　　　　 １．あり

シリアル設定（通信速度）
※5. 115.2kbpsが旧J-Mups標準

偶数パリティ(固定、この設定のみ可）

パリティ無(固定、この設定のみ可）

パリティチェック 奇数パリティ（標準）

POS連動_単独運用 １．可（固定、この設定のみ可）

パリティチェック

POS連動マルチ選択 ０．禁止　　　　 １．許可

確認画面スキップ

パリティチェック

確認画面スキップ

確認画面スキップ
※1. 初回のみスキップが旧J-Mups

標準


