電子マネー決済ソリューション

〈GCAN センター〉はさまざまな公的認証を取得した決済処理センターです。
● デビット
（J-Debit）
情報処理センター

電子マネー共通読み取り端末〈マルチリーダー〉PFM-20

●「情報処理システム安全対策実施事業所認定」
取得
● クレジット情報処理センター
● ISMS

決済情報中継センター〈GCAN センター〉

Ｖ2.0 認定取得

● BS7799-2：2002 認定取得
● FISC 策定の
「金融機関などコンピューターシステムの安全対策基準」に適合
● 電子公告調査機関登録
● ISO14001 認定取得

IS 583845 / ISO 27001

● ISO9001 認定取得
● ISO27001 認定取得

端末 1 台で最大 30 種類の電子マネー決済に対応。

マルチリーダー PFM-20 主な仕様

決済業務を GCAN センターがトータルサポート。

対応カード

※
カード規格：FeliCa、ISO ／ IEC14443（TypeA/B）

表示部

モノクロ液晶 64mm×33mm

タッチ部

LED4色発光、きょう体周辺部の同時照明

音声再生

PCM音源によるデジタル方式

外部I/F

LAN：10BASE-T ／ 100BASE-TX 、POS：RS-232Cレベル

セキュリティー

暗号化機能
（DES/3-DES、
RSA、AES）、ISO15408 EAL4取得の高セキュリティー LSI 搭載

主電源

専用ACアダプターまたは上位機より補給

外形寸法

88（W）×142（D）×51（H）mm（突起部を除く）

質 量

約320g
（本体のみ）
◎RoHS 指令対応 ※TypeA/B：規格カードの対応については、事前確認が必要です。

※「Kitaca」は、北海道旅客鉃道株式会社の登録商標です。※
「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。※「Suica」は、東日本旅客鉃道株式会社の登録商標です。※
「manaca」
・
「マナカ」は、株式会社エムアイシー及
び株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です。※「トイカ」は、東海旅客鉃道株式会社の登録商標です。※「PiTaPa」は、株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。※「ICOCA」は、西日本旅客鉃道株式会社の登録商
標です。※「はやかけん」
は、福岡市交通局の登録商標です。※「nimoca」は、西日本鉃道株式会社の登録商標です。※「SUGOCA」
は、九州旅客鉃道株式会社の登録商標です。※「nanaco」
は、
株式会社セブン・カード・
サービスが管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
※「WAON」
は、
イオン株式会社が展開する電子マネーブランドの登録商標です。※
「楽天 Edy（ラクテンエディ）」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。※「iD」は、株式会社 NTT ドコモが提供するポストペイ（後払い）方式の決済サービスです。※「iD」及び「iD」ロゴは、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。※「QUICPay」は、株式会社ジェー
シービーの登録商標です。※「FeliCa」
は、ソニー株式会社の登録商標です。※「FeliCa」
は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
※本製品
（PFM-20 ) は Panasonic 製です。※「GCAN」
は、グローリー株式会社の登録商標です。※グローリー株式会社は OPOS 技術協議会の会員です。※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。※製品写真は、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。

▲原寸大※

製造・販売
本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野 1-3-1

TEL（079）297-3131（代表）

販売企画統括部 リテール販売企画一部
〒101-8977 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX
東 北 支 店（ 022 ）291-5480
上 信 越 支 店（ 027 ）361-0285
関 東 支 店（ 048 ）654-8601
販

TEL（03）5207-3042

首 都 圏 支 店（ 03 ）5804-2560
東 海 支 店（ 052 ）872-3381
近 畿 支 店（ 06 ）6202-0047

中 国 支 店（ 082 ）261-0430
四 国 支 店（ 087 ）815-3610
九 州 支 店（ 092 ）451-0351

売
本 社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北 13 条西 17-1-45

TEL（011）707-4111（代表）

旭 川 支 店（ 0166 ）24-5111

※

はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2018 年11月現在のものです。

※印刷条件により、多少の誤差がある場合があります。
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●製品写真は、
表示物などを省略している場合があります。

選ぶなら、
業務サポート力。グローリーの
「電子マネー決済ワンパック・ソリューション」
端末から決済処理業務支援まで

GLORY One-pack Solution
ؙ๘

各電子マネー事業者

326

電子マネー売上情報

GCAN-NET

電子マネーサービスアプリケーション配信／与信データ

店舗と電子マネー事業者をつなぐ
グローリーの決済情報中継センター［GCAN センター］

カードで

ケータイで

電子マネー共通読み取り端末〈マルチリーダー 〉PFM-20

［GCAN センター］がトータルにサポート

最大 30 種類の電子マネーに対応

加盟店サーバー機能の代行

アプリケーション配信

PFM-20 は1 台で最大 30 種類の電子マネーの決済に対応。
端末を複数

電子マネー事業者との接続・決済業務に必要な加盟店サーバー業務

電子マネーサービスのアプリケーションは各端末へ［GCAN セン

設置する必要がありませんので、
レジ周りをすっきりと見せることが

は
［GCAN センター］
が代行します。
導入企業様は、
自社にてサーバー

ター］からリモート配信。端末ごとに配信する電子マネーを指定し個

できます。
また、
［GCAN センター］
を活用することにより、
「店舗の立

を構築・運用する必要がないので、イニシャルコスト・運営管理コス

別配信することも可能です。

地条件に合わせて決済できる電子マネーを使いたい」
といったご要望

トの削減が可能です。

にも柔軟に対応することが可能です。
複数の電子マネーの決済に対応
できるので、
お客様の利便性向上と集客アップの効果が期待できます。

GCAN センター

電子マネー用
サーバー不要

各電子マネー

GCAN センター

リッチクライアント方式
● レジカウンターなどにすっきり設置できるコンパクトボディー
● どの方向からでもカードがかざしやすいラウンドフォルム
● オペレーター側からも端末状況が把握しやすいサイドイルミネーション
● AC 電源または POS レジのシリアルインターフェースからの

電源供給も可能
● ISO/IEC14443
（TypeA/TypeB）
の各カードに対応

PFM-20 は決済処理として「リッチクライアント方式」を採用。取引
ごとにネットワークとの通信を必要とする方式ではないので、電子
マネーの強みでもあるスピーディーな決済の実現に最適です。また、
「リッチクライアント方式」はネットワーク障害にも強く、安定した
電子マネー決済環境をご提供します。

店舗設置端末のリモート管理

電子マネー別売上集計

端末の個別情報や設定状態、稼働状態などの管理を［GCAN セン

［GCAN センター］にて電子マネー事業者ごとの処理実績を集計し、
加盟店での突合データとして還元します。
（オプションサービス）

ター］
がリモートにて行います。

※リッチクライアント方式：端末本体で決済完了まで実施する方式。

● NFC を活用した会員サービスなどへの拡張が可能

GCAN センター

● 接続開発の工数を低減する、
OPOSドライバー／ミドルウェアをご提供

リモート管理

