
BUSICOM決済サービス（PayCAS冬季キャンペーン エントリーシート）物販

お申込書の内容は、SB C&S株式会社に弊社より提出いたします。本キャンペーンは2022/3末までのエントリーとなります
審査結果やご契約については、SB C&S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)

　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

　現在の利用状況 　クレジット決済端末の利用　 なし あり 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 2.85％～ VISA/Master 銀聯

料率 3.75％～ JCB/AMEX/Diners (JCBとの直接契約も可能）

電子マネー
料率 2.90％～ 交通系電子マネー(Pitapa除く) 楽天Edy nanaco

WAON iD 
料率 3.75％～ QUICPay (JCBとの直接契約も可能）

QR決済
料率 3.10％～ PayPay

料率 3.40％～ D払い auPay merPay 楽天rPay

料率 2.00％～ WeChatPay ALIPAY UnionPay(銀聯）

　初期費用
　初期設定ﾗｲｾﾝｽ費用/ｸﾚｶ     ：  0円　　POS連動ｹｰﾌﾞﾙ　　： 0円(V200c)
　初期設定ﾗｲｾﾝｽ費用/電ﾏﾈ-  ：  0円

　ご希望端末

※ご希望が無い場合
　v200Cとなります

v200C プリンター付 P400 プリンター無し

       0円/台
＜ご利用可能決済＞
・ALL

  49,800円/台
＜ご利用可能決済＞
・クレジット/銀聯/QR
   注）電マネは利用不可

　月額基本利用料 　クレジット+QR決済 月額   500円/台 　ALL決済 月額   1,200円/台
　クレジット+電マネ 月額1,000円/台 　※トランザクションフィー無し　　

POS連動費用 　Verifone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、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SB C&S株式会社よりご案内差し上げます 202112改定

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



JCBのご契約について

JCBの契約は、PayCAS（SB C&S社）でご契約頂く事で、決済端末の売上金のご入
金が1個所（SB C&S社）からとなります

料率を下げたい場合は、売上の入金が2ヶ所となりますが、JCBとご契約頂く事で下
げる事が可能です

つきましては、JCB社よりご連絡差し上げて、料率の開示、契約方法のご案内を差し
上げても宜しい場合は下記にチェックを入れてください

JCBと直接契約する為に連絡が欲しい ▢

尚、PayCAS申込書の
▢ JCB/AMEX/Dinaresと、▢ QUICPayに☑をいれないで下さい

こちらの用紙も一緒にご提出をお願いいたします

加盟店名

クレジット
ご担当者名



BUSICOM決済サービス (PayCASエントリーシート2021
お申込書の内容は、SB C&S株式会社に弊社より提出いたします。
審査結果やご契約については、SB C&S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  2022   年 2 月 14 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 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

　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

　現在の利用状況 　クレジット決済端末の利用　 なし あり 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 2.85％～ VISA/Master 銀聯

料率 3.75％～ JCB/AMEX/Diners (JCBとの直接契約も可能）

電子マネー
料率 2.90％～ 交通系電子マネー(Pitapa除く) 楽天Edy nanaco

WAON iD 
料率 3.75％～ QUICPay (JCBとの直接契約も可能）

QR決済
料率 3.10％～ PayPay

料率 3.40％～ D払い auPay merPay 楽天rPay

料率 2.00％～ WeChatPay ALIPAY UnionPay(銀聯）

　初期費用
　初期設定ﾗｲｾﾝｽ費用/ｸﾚｶ     ：  0円　　POS連動ｹｰﾌﾞﾙ　　： 0円(V200c)
　初期設定ﾗｲｾﾝｽ費用/電ﾏﾈ-  ：  0円

　ご希望端末

※ご希望が無い場合
　v200Cとなります

v200C プリンター付 P400 プリンター無し

       0円/台
＜ご利用可能決済＞
・ALL

  49,800円/台
＜ご利用可能決済＞
・クレジット/銀聯/QR
   注）電マネは利用不可

　月額基本利用料 　クレジット+QR決済 月額   500円/台 　ALL決済 月額   1,200円/台
　クレジット+電マネ 月額1,000円/台 　※トランザクションフィー無し　　

POS連動費用 　Verifone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、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SB C&S株式会社よりご案内差し上げます 202112改定

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


