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GMO Financial Gate, Inc. 

端末の電源の入れ方 

本体部テンキーにある電源・上カーソルキーを長押し（約2秒程度） 
すると電源が入ります。  
電源が入ると液晶画面が白く点灯します。  

起動中画面が表示されます。  
画面上部： 
 ネットワークの接続状況表示。  
画面下部： 
 ソフトウェアのバージョン表示。  

①プリンタカバーロックを引き
上げます。 

②プリンタカバーが開きます。 

③ロール紙を左記の向きで装着し
ます。プリンタカバーを閉じます。 

＜ロール紙のセット＞ 

練習/本番モードの切替方法 

を選択 

を選択 

を選択 

を選択 

を選択後、 

を選択すると 
「業務選択メニュー１」を表示 

タイトルバーが赤色に変更され、 
右上に初心者マークが表示されます 

売上票サンプル（練習モード時） 

（磁気取引）   （ＩＣ取引） 

※本番モードを使用する場合は、 
 
       を選択して下さい。 

練習モード時は、 
左記売上票が印刷されます。 
 
【ご注意事項】 
練習モードでの売上は、 
成立致しません！ 

簡易操作説明書（据置用） 
ＦＧ－Ｔ 
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クレジット売上処理（IC＆磁気） 

を選択 

磁気処理の場合 ＩＣ処理の場合 

を選択 

金額をテンキ―で入力後 

を選択 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

＜ワンポイント＞ 
ご利用されるカードにより、商品コード、 
税・その他の入力画面が表示されます。 
画面のガイダンスに沿って操作下さい。 

お支払方法を選択下さい。 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

を選択 

通信が開始され、通信完了後に 
売上票の１枚目が印刷されます。 
 
印刷完了後   を選択すると 
２枚目の売上票が印刷されます。 
売上票は、３枚印刷されます。 

ＩＣ取引時 

を選択 

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。 
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、 
操作等が異なります。 
端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。 

★暗証番号がわかる場合★ ★暗証番号が不明な場合★ 

＜ワンポイント＞ 
暗証番号を入力せずに、ＯＫキーを押下 
する事により、暗証番号をスキップできる 
場合があります。 

何も入力せず 
ＯＫキーを 
押下 

通信が開始され、 
通信完了後に 
売上票の１枚目が印刷されます。 
 
印刷完了後   を選択すると 
２枚目の売上票が印刷されます。 
売上票は、３枚印刷されます。 

クレジット売上票の印刷 

サイン必要 

サイン必要 サイン不要 

暗証番号を 
入力しＯＫ 
キーを押下 

＜ワンポイント＞ 
「ＩＣカードを抜いてください」の画面が表示されるまで 
ＩＣカードを抜かないで下さい。 
処理途中でＩＣカードを抜くと取引がエラーとなります。 

＜ワンポイント＞ 
カードの裏面を端末側
にしてカードを通して
下さい。 

ｻｲ
ﾝﾊ
ﾟﾈ
ﾙ
 

＜ワンポイント＞ 
売上票に「ご署名」欄が印刷 
された場合は、必ずサインが 
必要となります。 

＜ワンポイント＞ 
選択したお支払方法により、処理の流れが変わり
ます。画面のガイダンスに沿って操作下さい。 



クレジット取消/返品処理（IC＆磁気） 

を選択 

磁気処理の場合 ＩＣ処理の場合 

ｻｲ
ﾝﾊ
ﾟﾈ
ﾙ
 

通信が開始され、通信完了後に 
売上票の１枚目が印刷されます。 
 
印刷完了後   を選択すると 
２枚目の売上票が印刷されます。 
売上票は、３枚印刷されます。 

を選択 

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。 
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、 
操作等が異なります。 
端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。 

クレジット売上票の印刷 

  サイン必要 
（磁気/ＩＣ両方） 

＜ワンポイント＞ 
「ＩＣカードを抜いてください」の画面が表示されるまで 
ＩＣカードを抜かないで下さい。 
処理途中でＩＣカードを抜くと取引がエラーとなります。 

＜ワンポイント＞ 
向きに注意して下さい。 

取消・返品を行う売上票の 
伝票番号を入力後 

を選択 

＜ワンポイント＞ 
「端末履歴に取消対象の取引がありません処理を続ける場合は続行を押して下さい」 
上記画面が表示された場合は、誤った伝票番号を入力した可能性があります。 
入力した伝票番号に間違いがないか確認し、間違いなければ処理を継続して下さい。 

端末内に売上取引記録が残っ
ている場合、左記画面が表示
されます。 

を選択 

端末内に売上取引記録が残っ
ている場合、金額が自動的に
画面に表示されます。 

を選択 

取消もしくは、返品を選択 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

を選択 
＜ワンポイント＞ 
売上票に「ご署名」欄が印刷された場合は、必ずサインが 
必要となります。 



ＮＦＣ売上処理 

＜ワンポイント＞ 
お取引の内容により、「ご署名」欄が印刷
される場合があります。 
売上票に「ご署名」欄が印刷された場合は、 
必ずサインが必要となります。 

を選択 

を選択 

金額をテンキ―で入力後 

を選択 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

＜ワンポイント＞ 
ご利用されるカードにより、商品コード、 
税・その他の入力画面が表示されます 
画面のガイダンスに沿って操作下さい。 

お支払方法を選択下さい 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

を選択 

通信が開始され、通信完了後に 
売上票の１枚目が印刷されます。 
 
印刷完了後   を選択すると 
２枚目の売上票が印刷されます。 
売上票は、３枚印刷されます。 

を選択 

端末にカードをかざして下さい 
読取ができると、 
「ピッ」という音が鳴ります。 

NFC PAYMENT売上票の印刷 

サイン必要 

＜ワンポイント＞ 
選択したお支払方法により、処理の流れが変わり
ます。画面のガイダンスに沿って操作下さい。 

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。 
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、 
操作等が異なります。 
端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。 



ＮＦＣ取消/返品処理 

を選択 

取消・返品を行う売上票の 
伝票番号を入力後、 

を選択 

＜ワンポイント＞ 
「端末履歴に取消対象の取引がありません処理を続ける場合は 
続行を押して下さい」 
上記画面が表示された場合は、誤った伝票番号を入力した可能 
性があります。 
入力した伝票番号に間違いがないか確認し、間違いなければ処 
理を継続して下さい。 

端末内に売上取引記録が残っ
ている場合、左記画面が表示
されます。 

を選択 

取消もしくは、返品を選択 

を選択 

端末にカードをかざして下さい 
読取ができると、 
「ピッ」という音が鳴ります 

端末内に売上取引記録が残っ
ている場合、金額が自動的に
画面に表示されます。 

を選択 

確認画面が表示されますので、 
入力された内容を確認し、 

を選択 

通信が開始され、通信完了後に 
売上票の１枚目が印刷されます。 
 
印刷完了後   を選択すると 
２枚目の売上票が印刷されます。 
売上票は、３枚印刷されます。 

  サイン必要 

＜ワンポイント＞ 
売上票に「ご署名」欄が印刷された場合は、必ずサインが 
必要となります。 

NFC PAYMENT売上票の印刷 

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。 
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、 
操作等が異なります。 
端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。 



集計処理 

を選択 

を選択 

を選択 

＜補足＞ 
 
   を選択すると日計票を 
   再度印刷する事が可能です 

を選択 

を選択すると 
集計画面に戻ります。 

日計票印刷 

印字 
データ 
あり 

印字 
データ 
なし 

を選択すると 
集計画面に戻ります。 

 
★集計処理は、必ず一日１回 
    業務終了後に行って下さい！ 
 

【重要】 

【重要なご案内】 
日計の帳票の下に「カウンター不一致」と 
印刷された場合は、必ずヘルプデスクへ 
連絡し売上の確認をして下さい。 



 各種お問合せのご案内 

端末障害・操作方法などのお問合せ先 

＜GMO-FGヘルプデスク＞（365日24時間受付） 
 

０１２０－０４４－８７７ 
ご連絡頂きたい内容 
①店舗名 
②ご担当者様のお名前 
③電話番号 
④端末識別番号（クレジット端末番号） 
⑤障害の内容・お問合せ内容 

消耗品（ロール紙）、オプション品の注文先 

＜GMOフィナンシャルゲート株式会社＞ 
（土日祝祭日を除く 9：30～17：00受付） 
  

ＴＥＬ：０３－６４１６－３８８１ 

ＦＡＸ：０３－６４１６－３８８０ 

ご連絡頂きたい内容 
①店舗名 
②ご担当者様のお名前 
③お電話番号 
④端末識別番号（クレジット端末番号） 
⑤端末名：VEGA（ベガ）３０００据置型 など 
⑥必要箱数（１５巻／１箱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GMO Financial Gate, Inc.  YS160217 


