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1．クレジットカード決済端末について 
1．ネットワークの接続について 
※インターネット有線ＬＡＮでの接続を推奨しています。無線ＬＡＮ接続の場合、電波状況の保証はできかねます。 ※電話回線への接続は不可。 
接続方法（有線 LAN・無線 LAN）によってクレジット端末機のタイプが異なります。決済機能を装備した「ハイブリッド型スマートフォン形
状端末」に、有線接続の場合は据置型プリンター、無線接続の場合はモバイルプリンターをセットして利用します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

有線 LAN 

＜接続のイメージ図＞ 

インターネット ルータ 

 

有線ＬＡＮ接続の場合  

ハイブリッド型 
スマートフォン形状端末 

ハイブリッド型 
スマートフォン形状端末 

据置型 
プリンター付きクレードル 

クレードルからの電波で無線接続 
＜接続のイメージ図＞ 

 

インターネット ルータ 

※端末設置日当日までに医院様のネットワーク環境のご準備をお願いします。 

 

 

設置場所において Wi-Fi アンテナバーの表示が 100％
の状態であることをご確認ください。 
 

［付属品］LAN ケーブル 5ｍ 
ルータから本体まで５ｍ以上離れている場合は、 
医院様にて LAN ケーブルのご準備をお願いします。 

 

有線接続の端末機詳細は次ページ 2-1 へ（P2 へ） 
 

無線接続の端末機詳細は 2-2 へ（P3 へ） 
 

モバイルプリンター 

無線ＬＡＮ接続の場合  

 

 推奨 
無線の電波状況の保証はできかねますので、 
有線接続が可能の場合は左記有線タイプをお選びください。 
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※買取ではありません 

2-1．有線 LAN 接続 クレジット決済端末機について 

決済機能を装備した「ハイブリッド型スマートフォン形状端末」と「オートカッター付き据置型プリンター」のセット 
端末を取り外して持ち運び決済可能︕  
 
 

 

 

 
 

 

 

商品名 契約期間 メーカー保守 端末所有権 接続回線 

 4 年間 4 年間 
カード会社(JACCS) 

有線 LAN 

適合回線 ［推奨］インターネット回線 有線 LAN(光回線・ケーブル TV など)  

※常時接続  

外形寸法 SATURN1000Elite 製端末︓Ｗ169 ㎜ × W75 ㎜ × H18 ㎜ 

プリンター付きクレードル︓Ｗ173 ㎜ × W100 ㎜ × H138.6 ㎜ 

質量 SATURN1000Elite 製端末︓242ｇ 

プリンター付きクレードル︓634g 

付属品 SATURN1000Elite 製端末︓USBType-C ケーブル、電源アダプタ、スタイラスペン 

プリンター付きクレードル︓電源プラグ、AC アダプタ、LAN ケーブル 

メーカー 株式会社 NTT データ［CAFIS Arch］ 
Castles Technology 社製 

設置 訪問設置（無料） 

 

【製品名︓SATURN1000Elite 製端末】 

［端末］ 
 SATURN1000Elite 製端末 

スタイラスペン 

※プリンターはオートカッター機能付きです。 
※端末は充電が必要です。本体（クレードル）にセット、 
または、付属の USB ケーブルで充電ができます。 
 

SATURN1000Elite 製端末用 
プリンター付きクレードル 

【保守】医院様の過失による故障・天災については、無償保守期限であっても貴院（加盟店様）のご負担となります。 
※メーカー保守４年以降は㈱スマートチェックアウトの保守へ⾃動更新となり、更新費用は発⽣いたしません。 
 

【解約】4 年後の解約は、解約予定日の 1 ヶ月前までにはお申し出ください。 
(4 年以内の解約について違約⾦は現状設けておりませんが、破格の⼿数料をご提供しているため契約期間を 4 年と設けさせていただいております。) 

 

SATURN1000Elite 製端末 
プリンター付きクレードル 
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※買取ではありません 

2-2．無線 LAN 接続 クレジット決済端末機について 

決済機能を装備した「ハイブリッド型スマートフォン形状端末」と「モバイルプリンター」のセット 
端末もプリンターも持ち運び可能︕院内どこでも決済できます。 
 
 

 

 

 

 
 

適合回線 インターネット回線 無線 LAN(Wi-Fi) ※電波状況の保証はできかねます 

外形寸法 SATURN1000Elite 製端末︓Ｗ169 ㎜ × W75 ㎜ × H18 ㎜ 

モバイルプリンター   ︓Ｗ79 ㎜ × W110 ㎜ × H44 ㎜ 

質量 SATURN1000Elite 製端末︓242ｇ 

モバイルプリンター   ︓180g 

付属品 SATURN1000Elite 製端末︓USBType-C ケーブル、電源アダプタ、スタイラスペン 

モバイルプリンター   ︓バッテリ、USB ケーブル、サンプルロール紙 

メーカー 株式会社 NTT データ［CAFIS Arch］ 
SATURN1000Elite 製端末︓Castles Technology 社製 
モバイルプリンター   ︓セイコーインスツル株式会社 

設置 訪問設置（無料） 

商品名 契約期間 メーカー保守 端末所有権 接続回線 

 4 年間 4 年間 
カード会社(JACCS) 

無線 Wi-Fi 

【製品名︓SATURN1000Elite 製端末】 

［端末］ 
 SATURN1000Elite 製端末 

※端末・モバイルプリンターは充電が必要です。 

SATURN1000Elite 製端末 
モバイルプリンターMP-B20 

【保守】医院様の過失による故障・天災については、無償保守期限であっても貴院（加盟店様）のご負担となります。 
※メーカー保守４年以降は㈱スマートチェックアウトの保守へ⾃動更新となり、更新費用は発⽣いたしません。 
 

【解約】4 年後の解約は、解約予定日の 1 ヶ月前までにはお申し出ください。 
(4 年以内の解約について違約⾦は現状設けておりませんが、破格の⼿数料をご提供しているため契約期間を 4 年と設けさせていただいております。) 

 

［モバイルプリンター］ 
MP-B20 
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2.カード決済⼿数料について 
1．決済⼿数料 

 

 

 

２. Visa・MasterCard の⼿数料率の仕組み                           
  

 

 

 
 

組み合わせ方と⼿数料率の参考例は次ページ（P5）をご参照ください。 
各サービスについては P10 をご参照ください 

 

決済方法 国際ブランド 決済⼿数料 決済カード会社 

 

クレジットカード決済 

タッチ決済 

デビットカード決済 
 

 

Visa ／ MasterCard 
1.35％〜1.498％ ジャックス 

 

JCB ／ AMEX ／ Diners 
Ci Pay Light 料率 JCB グループ 

サービスを組み合わせて⼿数料率を引き下げ 
                

Ci Pay Light だけのお申込みでも業界最安 

⼿数料 1.498％ 
イオンデンタルローンの加盟店お申込・ご利用 

ジャックスプラチナカードのお申込 

＋ 

*1 …「Ci Pay Light 料率」の詳しい⼿数料率に関しては、㈱⻭愛メディカル（076-205-5315）までお問い合わせ下さい。 
*2 … デビットカードはブランドデビットが利用できます。（J-Debit は使用できません） 
 

*2 

*1 
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Ci Pay Light
イオンプロダクトファイナンス

デンタルローン
お申込とご利用

ジャックスプラチナ
カードお申込 1.35％

Ci Pay Light
イオンプロダクトファイナンス

デンタルローン
お申込みとご利用

1.40％

Ci Pay Light ジャックスプラチナカードお申込み 1.45％

 
 
《組み合わせ参考例》※Visa・MasterCard のみ適用されます。 
 
① デンタルローンと 

ジャックスプラチナカード  
どちらも組み合わせて 1.35％  

 
 

 
② デンタルローンを 

組み合わせて 1.40％  
※デンタルローンのご利用が必要です。 

 
 

 
③ ジャックスプラチナカードを 

組み合わせて 1.45％  
※ジャックスプラチナカードは 

年会費がかかります。 

 
 
 
3. JCB・AMEX・Diners の⼿数料率について 
 
CiPayLight 料率をご提供︕詳しい⼿数料率に関しては、㈱⻭愛メディカル（076-205-5315）までお問い合わせ下さい。 
※JCB・AMEX・Diners の⼿数料率は Visa・MasterCard と異なります。 
 
 

*3 

*3 

*3…デンタルローンは、1 回目のご利用後から⼿数料率引き下げの適用となります。 
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3.お取り扱い条件・導入費用・お振込みについて 
1．お取り扱い条件 
Visa・Master・JCB・AMERICAN EXPRESS・Diners Club Card のお取扱いを、株式会社スマートチェックアウト 
一社とさせていただきます。 
 
2．導入費用について 
導入費用や月額費、年会費、ロール紙代は一切不要となります。０円で導入可能︕ 
 
3．支払い方法・お振込みについて 
振込回数をお選びいただけます。  

支払方法 取扱期間 締切日 振込日 

 

通年 
月 2 回の場合…毎月１５日と末日 

月１回の場合…毎月末日 
締切日の 15 日後 

＊振込⼿数料…振込回数を問わず振込⼿数料 0 円となります。 
＊お振込日が⾦融機関休業日の場合、15 日は翌営業日、末日は前営業日のお振込みとなります。 
＊株式会社スマートチェックアウトからお振込み致します。 
＊明細は WEB 明細となります。 
＊売上票の郵送は必要ありません。但し、⼿書きサインを受領した場合は NTT データ⾏専用封筒での郵送が必要となります。 
 

1 回払い 
分割払い(2-24 回) 
リボルビング払い 
ボーナス一括払い 
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4.「特定継続的役務に該当する美容医療契約」について 
 

「特定商取引法」により、「規定の特定継続的役務に該当する美容医療契約」（１ヶ月超かつ支払合計が 5 万円超の役務・サービス）

にはクレジットカード決済をご利用いただけない決まりとなっております。 
●美容医療にクレジットカード決済のお取り扱いの制限がございます。 

⻭科では、現時点ではホワイトニングのみご利用不可の対象となっております。 

 

「１ヶ月超かつ支払合計が 5 万円超の役務・サービス」とは︖ 

ホワイトニングの治療に関して 1 ヶ月超の期間にわたり、且つ、5 万円超の契約を締結するものが対象となります。 
医院様での治療が 1 回限りであっても、1 ヶ月を超えて無料でアフターサービス等を提供する場合や、複数回にわたって治療・支払いを 

繰り返す場合などは、要件を満たすことになります。そのため基本的にはホワイトニングにはご利用不可とご案内させていただいております。 

 

クレジットカード決済において、 

治療を目的とするもの（⻭列矯正・かぶせもの・インプラントなど）…ご利用可、 

美容を目的とするもの（⻭科では、ホワイトニングのみ）……………ご利用不可、   とご留意いただきたく存じます。 

 

※ご了承の上、申込書の特定継続的役務に関する欄にご同意の☑をお願いします。 

（WEB 申込の場合は特定継続的役務提供無をお選びください。） 

 



8 

 

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

5.お申込みの流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末設置日確認のご連絡（ヤマトシステム開発株式会社から貴院へ) 

 

お申込み        ※申込方法は 2 通りあります。次ページをご参照ください。 

加盟店審査（株式会社スマートチェックアウト）

カード会社加盟店審査［             ］ 

申込受付（Ci メディカル） ※書面申込の場合

結果回答／必要資料郵送 (株式会社スマートチェックアウトから貴院へ) 

 

WEB 申込の場合 

直接契約会社にて

受付 

※申込受付数日後に㈱スマートチェックアウトよりご契約内容の確認のお電話を致します。 

※株式会社タクトマシーンサービスより端末設置日のご確認のお電話を致します。 

株式会社ジャックス（VISA・Master） 
株式会社ジェーシービー（JCB・AMEX・Diners） 

※ お申込み頂いてから、最短１ヶ月半〜2 ヶ月程で端末機設置、利用開始となります。 
※ 端末機はヤマトシステム(株) 又は (株)タクトマシーンサービスの作業員が訪問設置にお伺いします。 

当日までに設置場所までのインターネット回線のご準備をお願い致します。 
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■Ci モールから 

「Ci メディカル サービス」 → 「サービス一覧をみる」 →      Ci Pay Light  → お申込みはこちら  

    

6. お申込方法 
1. 申込方法 

お申込み方法は 2 通りあります。ご希望の方法をどちらかお選びください。 

※ジャックスカードは WEB 限定のお申込みとなっております。ご希望の場合は、WEB からお申込ください。 

① ＷＥＢから申込み……下記「2. WEB からお申込みの場合」へ 

② 書面にてお申込み……次ページ「3. 書面にてお申込みの場合」へ 

 

2. WEB からお申込みの場合 （申込〜設置まで最短約１ヵ月半〜） 
下記の方法から『Ci Pay Light クレジットカード加盟店申請』のお申込フォームへ進み、ご入⼒ください。 

 

 

 

 

 

【必要書類】※データでの添付が必要です。 

・法人様の場合……① 法人代表者身分証明書（運転免許証、住⺠票、印鑑証明書）いずれか  

・個人様の場合……① 代表者身分証明書（運転免許証、住⺠票、印鑑証明書）いずれか 

 

 

※インターネットエクスプローラー以外のブラウザで上記 URL を開いてください。 

（Google Chrome・safari・Firefox・Microsoft Edge 等でお願い致します。） 
 

※住⺠票、印鑑証明書は直近 3 ヵ月以内に取得のもの 
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【ジャックスプラチナカードについて】 
※代表者個人名義のお申込となります。法人名義でのお申込は対象外となります。 
※カードブランドはマスターカードのみ対象。（年会費︓22,000 円税込） 

ジャックスプラチナカードについてのお問い合せ先︓㈱スマートチェックアウト TEL︓0120-874-728 

 
「Ci メディカル サービス」 → 「サービス一覧をみる」 →            → 資料請求・お問い合わせはこちら  

    

■Ci モールから 

 

3.書面にてお申込みの場合 （申込〜設置まで最短約２ヵ月〜）※お急ぎ・最短設置希望の方は WEB 申込みへ 
下記必要書類を同封の返信用封筒にてご返送ください。 
 

【必要書類】 
① 加盟店申込書……同封の申込用紙をご記入ください。 

※実印の捺印が必要です。   ※記入例をご参照の上もれなくご記入をお願い致します。 
② 代表者身分証明書（運転免許証、住⺠票、印鑑証明書）いずれかのコピー……法人様・個人様共にご提出ください。 

                                ※住⺠票、印鑑証明書は直近 3 ヵ月以内に取得のもの 
 
4.イオンデンタルローンのお申込みについて （申込〜加盟店契約完了まで約２ヵ月〜） 

ご希望の場合は、まずは Ci モールより資料請求をお願い致します。 

   

 
 

または、CiPayLight のお申込み時にデンタルローンを [希望する]の欄に☑をしていただきますと、後日詳細資料とお申込書類一式を 
ご郵送いたします。 

 
5.ジャックスプラチナカードのお申込みについて  

ご希望の場合は、Ci Pay Light のお申込みを WEB からお願い致します。 
ジャックスプラチナカードを[希望する]の欄に☑をしていただきますと、ご登録メールアドレスに後日お申込のご案内をお送りいたします。 
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7. お問い合わせ先・関連会社 
クレジットカード決済に関する関連会社について 
 
 
《代理店》     株式会社⻭愛メディカル クレジット端末機担当 
     〒924-0004 石川県白山市旭丘 2-6 

【決済端末機お申込みについてのお問い合わせ先】TEL︓076-205-5315    
FAX︓0120-418-165 メールアドレス︓ci-eigyou@ci-medical.com  

 
《契約会社》    株式会社スマートチェックアウト 
     〒100-0004 東京都千代田区大⼿町 1-6-1 大⼿町ビル 3F 

【ご契約内容の詳細・決済端末機設置後のお問い合わせ先】TEL︓0120-874-728 
 
 
《端末設置会社》※下記会社より端末設置日についてお電話連絡がございます。日時の調整後無料訪問設置となります。 
          

・ヤマトシステム開発株式会社 
         ・株式会社タクトマシーンサービス 
 

※設置に関するお問い合わせは、株式会社スマートチェックアウトまでお願い致します。 
 

 
 
 

【お問い合わせ先】 

【関連会社】 
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8. スタンド型コード決済導入のご案内 

基本契約の「CiPayLight クレジットカード決済」に 

「スタンド型コード決済」が無料で追加お申込みいただけるようになりました。 
 

 
 

 
1．コード決済ブランド・決済⼿数料・お振込みについて 
下記ブランドのコード決済をご利用いただけます。（希望ブランド選択可・ブランド毎にスタンド有） 

 

 

 

 

 

 
 ＊コード決済は各ブランド会社からのご入⾦、ご利用明細は各ブランドの WEB 明細となります。 

 

コードを患者様にスマートフォンで読み込んでもらうだけで簡単に決済︕ 
※コード決済はコードスタンド型です。クレジット端末機での決済ではございません。 
※コード決済のみのお申込みは受付できません。 
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2. 導入費用について 
コード決済の導入費用、月額費、年会費、お振込み⼿数料は一切不要です。 

 
 
3. お申込み方法・流れについて 
CiPayLight クレジット端末機をお申込みの⻭科医院様にお申込みいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貴院 

①お申込み 
  
CiPayLight クレジット端末機 
の申込 WEB フォーム、 
又は加盟店申請書からお申込。 
 
 

 

※「コード決済をスタンド式で利

用する」をお選びください。 

 
 

②お申込み受領 
 
 
Ci メディカル及び (株)スマート
チェックアウトにて申込受領
後、契約会社(株)NLN ジャパン
よりお申込み内容確認のため 
お電話を致します。 
 
※確認後、各ブランド会社での審査

に入りますので、お電話のご対応を

お願い致します。 

各ブランド会社 

③コード決済各ブランド
会社による審査 
 
審査は約 1 ヶ月で完了します。 
審査完了後、各ブランド会社 
よりスタンド等の用度品が 
郵送で届きます。 
 
 
※クレジット決済とは別審査となり

ますので、端末機のご利用開始と 

前後する場合がございます。 

④ご利用開始 
 
 
各ブランド会社より用度品が 
届いたらご利用開始できます。 
 
 

 

※各ブランド会社から WEB 明細に

ついての案内がメールまたは郵送

で届きますのでご確認をお願い致

します。 

貴院 
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4. お取り扱い条件について 

コード決済は各ブランド会社との直接契約となり、お取扱いを株式会社ＮLＮジャパン一社とさせていただきます。 
※株式会社スマートチェックアウトは取次店となります。 

 

 

5.コード決済に関するお問い合わせ先・関連会社について 

 
《代理店》           株式会社⻭愛メディカル クレジット端末機担当 
           〒924-0004 石川県白山市旭丘 2-6 

【お問い合わせ窓口】TEL︓076-205-5315  
  FAX︓0120-418-165  メールアドレス︓ci-eigyou@ci-medical.com 

 
《取次店・お問い合わせ窓口》  株式会社スマートチェックアウト 
           〒100-0004 東京都千代田区大⼿町 1-6-1 大⼿町ビル 3F 

【お問い合わせ窓口】TEL︓0120-874-728 
 
《契約取りまとめ店》      株式会社 NLN ジャパン      
 

 

【お問い合わせ先】 

※申込受付後のお電話は、端末機決済については㈱スマートチェックアウトから、スタンド型コード決済については㈱NLN ジャパンからお電話致します。 


