タッチパネル式券売機

オプション装着イメージ

標準装備

VT-T20

IC カードリーダー
［オプション］
硬貨投入口

・JREM 製
交通系電子マネー

紙幣部
3 金種リサイクル

QRコードリーダー
［オプション］

・サンデン製
交通系電子マネー、
WAON、楽天Edy、
nanacoなど

・一万、五千、千円
紙幣 3 金種リサイクル

券取出口

硬貨取出口

ユーザビリティーの向上と、
現金管理機能の強化。
その進化を最前線へ。
オプション
●バッテリー ●安定脚 ●安定脚カバー ●防盗チェーン ●横ミシン目ユニット ●キッチンプリンター

●キッチンディスプレー ●交通系Ｉ
Ｃカードリーダー

●ICカードリーダー ●QRコードリーダー ●防犯ブザー＋オートロック機構 ●マーク検知センサー ●係員呼出ボタン ●マカフィーセキュリティー対策ソフト

■ 仕様

■ 寸法図（単位：mm）

VT-T20V（低額紙幣タイプ）

VT-T20M（高額紙幣タイプ）

型式
登録可能メニュー数
画面サイズ

22インチワイド
一万円、五千円、二千円、千円

紙幣

10 〜 9,990 円（10 円ステップ）
二千円、千円混合×約600枚 ※官封券

一万円×約200 枚 五千円×約200 枚
千円×約 600 枚
＊３紙幣リサイクル可能

̶

500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚
＊4硬貨リサイクル可能

硬貨

■ 設置寸法図（単位：mm）

標準紙、タック紙：横 57.5mm×縦 24〜120mm(6mmピッチ)
プレ印刷紙：横 57.5mm×縦 55.9 〜203.2mm（オプション）

券仕様

1,360以上
650
20以上

最大275

650
20以上

20以上

標準紙 約10,000 枚×2ロール（30mmの場合）

券容量

20以上

日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他

集計機能

AC100Ｖ±10Ｖ（50／60Hz）
待機時 138／137W 定格（最大）268／276W

待機時 112／111 Ｗ 定格（最大）196／191W

使用環境

屋内、温度 5℃〜35℃、湿度 30 ％〜80 ％（結露なきこと）

外形寸法

×300（D）
×1,450（H）mm（突起部を除く）
650（W）
126kg（オプションを除く）
150kg（オプションを除く）

量

11
0

°

11
0

最大 623

使用電源

20以上

紙幣
つり銭容量

10 〜 99,990 円（10 円ステップ）
一万円×約200枚 五千円×約200枚
二千円×約20枚 千円×約600枚

300

紙幣収納枚数

消費電力

二千円、千円

500 円・100 円・50 円・10 円

硬貨

価格設定

質

300

1,450

使用通貨

71

650

最大 999 品目

°

◎消耗品 … カンネツシロ（57.5×300 TR-237）発注単位：5巻

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※WAONは、
イオン株式会社の登録商標です。
※nanacoは、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。
※楽天Edyは、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
安心してご使用いただくために
●設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、
食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
●J IS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。

●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントを
ご使用ください。
●設置時には、アースを必ず接続してください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

※券職人、SalesViewは、
グローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償致しかねます。

※製品写真には、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

Ticket Vending Machine
22inch Wide touch panel VT-T20 SERIES

このカタログの記載内容は、2019 年 2 月現在のものです。

DG1268 X YM 0219 SA

ユーザビリティーを高め、より使いやすく。
現金関連機能の強化により、更に管理しやすく。

Ticket Vending Machine
VT-T20 SERIES

［ユーザビリティーの強化］

［本部管理機能の強化］
22インチタッチパネル
●メニュー写真／メニューボタンを大きく見せることで視認性、
操作性を

向上。
アニメーションと音声ガイダンスで操作手順をナビゲートします。
●メニューサイズやメニュー位置を自由にレイアウト可能なので、売れ筋

インターネットを利用した店舗支援ASPサービス SalesView（セールスビュー）

「いつでも、
どこからでも」
、必要なデータ、情報が見える！わかる！サービスで、
SalesViewは、
お忙しいお客様のマネージメント業務を応援します。

メニューや新メニュー、推奨メニュー、限定メニューなどを効果的に

●電子ジャーナル機能により管理業務の負担軽減
（7年分のデータの保管、管理が可能）
。

アピールできます。

●券売機メニュー設定の遠隔配信による運用の効率化。

● 投影型静電容量方式により、水滴等に対する誤動作が少なく、安定し

●売上集計分析や勤怠管理まで各種分析帳票を自動作成。

●受発注、給与、会計など他システムとのデータ連携が可能。 ●気になるコストを抑えたリーズナブルな定額料金制。

た操作性を実現します。

売上情報など

多言語対応

売上情報など閲覧

集計ファイルデータ、電子ジャーナルデータ
※電子ジャーナルデータは VT-T20 シリーズのみ対応

● 在日外国人やインバウンドのお客様

グローリーASP サービス

お客様

データ配信

向けに英語、韓国語、中国語（簡）、

メニュー設定

中国語
（繁）での画面表示に対応し
ています。

PC・タブレット、スマートフォンなど

券売機

●通常は日本語で表示し、
言語ボタン

をセレクトすると言語表示が切り替

主な提供機能

わります。

●売上管理
（速報・日報、
店舗別、
メニュー別、
時間帯別等）
の参照や帳票作成 ●電子ジャーナルの保管、
管理
●従業員管理
（勤怠管理 /シフト管理） ●メニュー設定の一括配信

※店舗支援 ASP サービスをご利用いただくには別途サービス契約、費用が必要です。
※メニュー設定の一括配信をご利用いただくには別途弊社が提供する LTE 回線を介した VPN サービス契約、費用が必要です。

［現金関連業務の効率化］

詳しくは WEB まで http://www.glory.co.jp/support/menu/tenposien/

紙幣3金種リサイクル運用

［電子マネー決済］オプション

● 一万円・五千円・千円各紙幣のリサイクルユニットを搭載。紙幣の途中補充、途中回収の手間
間

を削減し、効率的な資金運用に貢献します。
● 一万円紙幣入金後の取り消し操作に対しては、入金された一万円紙幣をそのまま返却できる
る

ため、つり銭準備金の有効活用が可能です。
▲入金後の取り消しは、入金紙幣をそのまま返却

［QR コード読み取り対応］
オプション

●電子マネー決済によるスピーディーな精算で、
お客様の利便

●QR コードを用いたクーポンや会員向けサービスメニューに

性を向上するとともに、ピーク時の待ち時間の短縮に貢献

対応することで集客に貢献します。また、QR コード印字機

します。

能を使用して次回来店の販促ツールとしても活用できます。

一括計数機能
つり銭補充時の一括取り込み
●つり銭補充時には、投入口からダイレクトに最大 30枚の紙幣を重ねたままで補充ができます。
● 手作業を無くし、数え間違いや不正を防止します。

売上金回収時の一括投出
● 紙幣の売上金を計数しながら回収することが可能です。
● 紙幣を手で抜くことによる数え間違いの防止や、不正リスクの回避につなげます。

つり銭残置運用

▲ 30 枚のつり銭紙幣を一括補充

残置運用イメージ

●翌日につり銭として利用する紙幣を機内に残して、
売上金のみを回収します。

売上金
売上金のみ回収

● 締め後の現金処理や翌朝の準備作業などの事務省力化が図れます。

券売機

翌日のつり銭
として機内残置

● 交通系電子マネーなど、各種電子マネー決済が可能です。
※利用可能な電子マネーについてはお問い合わせください。

● QRコードによるクーポンや会員サービスメニューに
対応します。

