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突然ですが、こんなお悩みありませんか？

クレジット端末機について

導入を考えたことはあるけど、

初期費用や月額費用などの

コスト面が心配…。

サインレス対応のため、売上

レシートが元々でてきません。

暗証番号が不明でサインをい

ただいた場合もレシートを送

る必要がありません。

毎月のカード会社への

売上票レシートの送付が

面倒…。

端末機の設置を自分で

やらないといけないと

思うと不安…。

すべて 解決できます！

機種

お悩み① お悩み② お悩み③

初期費用、端末機種代 0円で

導入可能です。また月額費用

やレジロール紙も永年無料。

医院様負担は決済手数料のみ

となっております。

7.0 型タッチパネル

専門の設備業者が直接お伺

いし、設置費用無料で、

設置させていただきます。

医院様ご自身で設置をして

いただく必要はありません。

【医院様側】 JT-VT10 【患者様側】 JT-VC10

4.0 型パネル

非接触型ICカードかざし部

磁気カードリーダー

ロール紙排出口

接触型ICカード挿入口

接触型IC/ 非接触型IC/ 磁気カードに対応

※インターネット有線 LANでの接続を推奨しています。端末機の設定で有線LANから無線LANへの切替が可能です。
※電話回線への接続はできません。

JT-VT10
メーカー Panasonic（パナソニック）製

インターネット回線（有線または無線）※常時接続

奥行183㎜×幅108㎜×高さ93㎜

電源ケーブル：約3.8m 本体接続用ケーブル：約3m
Android10.x PCI PTS Ver6.x

ラインサーマル方式 /オートカッター搭載

RS232C 準拠丸ピンコネクタ×1
USB2.0 TypeA×1USB2.0 micro-B×1
USB2.0 TypeA×1専用給電 （JT-CT10接続用）

奥行123㎜×幅89㎜×高さ58㎜

約 750ｇ 約 420ｇ

適合回線

外形寸法

質量

プリンタ

付属品

ケーブル長
備考

JT-VC10 設置前の準備について

設置場所付近に
電源コンセントの
ご用意をお願いします。

●無線の場合
設置当日までにルーターのSSIDやパス
ワードが分かるようにご準備ください。

●有線の場合
設置場所からルーターまでの距離が
3メートルを超える場合は、事前に LAN
ケーブルを医院様の方でご準備ください。
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※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）スマートチェックアウトからお振込みいたします。　※カード会社への売上票の郵送は必要ありません。

※PayLightPlus（デンタルローン）の加盟店お申込＋患者様ローン 1回分ご利用後、Visa/Master の手数料が下がります。
※ご紹介は、ご紹介先の医院様の端末申込確認後、紹介元の医院様の手数料が引き下がります。
※JCB/AMEX/Diners の手数料はVisa/Master とは異なります。

※1：「特別料率」の詳しい手数料については、Ci モールにログインのうえ、「Ci Pay Light」のページにてご確認ください。
　　　お電話の場合は、歯愛メディカル クレジット端末担当（076-205-5315）までお問合せください。
※2：デビットカードはブランドデビットがご利用可能です。J-Debit はご利用いただけません。

通年 締切日の1ヶ月後

・1回払い

・分割払い（2～24回）

・月2回の場合…毎月15日と末日

・月1回の場合…毎月末日

・リボルビング払い

・ボーナス一括払い
支払い方法

取扱期間

締切日（振込回数）

振込日

導入費用・端末機代・設置費用・月額費用・年会費・振込手数料・レジロール紙代 0円
費用・振込

保守・解約

決済手数料

Visa/Masterの決済手数料について

決済手数料削減イメージ ※年間カード決済額2,000万円の場合

契約期間 メーカー保守 端末所有権

4年間 4年間
カード会社（三菱UFJニコス）
※買取ではありません

【保守】天災または医院様の過失による故障は、無償保守期限内であっても
　　　 医院様のご負担となります。

【解約】4年以内の解約は受付できません。
　　　 4年後の解約は、解約予定日の1ヶ月前までにお申し出ください。
　　　 解約金は発生いたしません。

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 ※2

三菱UFJニコス

ジェーシービー

1.35％～1.498％

特別料率 ※1

サービスの組み合わせにより手数料が引き下がります。

決済手数料

X社 Y社

年間手数料負担額

1.35％
27万円 30万円

1.498％ 2.0％ 3.0％

40万円 60万円

1.498％

1.40％+

1.35％+ + ご紹介 端末機＋デンタルローン＋お知合いの医院様へのご紹介

端末機＋デンタルローン

端末機のみ

なら、大幅なコスト削減を実現できます！
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クレジット端末機について

Ci Pay Light へお申込いただいたすべての医院様は、クレジット端末機でのカード決済に加え、オンラインでのカード決済のお取り扱いもして

いただけます。お申込～最短7営業日でご利用可能なため、端末機が届く前や、不具合が起きた際、また訪問診療などでもご利用いただけます。

※端末機決済ではありません。

デンタルローンお申込について

WEBの場合 書面の場合

ご希望の場合は、下記項目にチェックをお願いします。

オンラインカード決済について

下記の 2通りのどちらかの方法からお申込いただけます。

お申込方法について

①WEBからお申込の場合（お申込～設置まで最短2ヶ月～）

②書面にてお申込の場合（お申込～設置まで最短2ヶ月半～）

1.30％

特別料率
端末機決済とは異なり、
固定料率となります。

締切日の1ヶ月後

端末機決済の締切日に準拠します

振込日

締切日（振込回数）

決済手数料
患者様のスマホで
カード決済を
行います。

必要書類の
アップロードがあるので、

スマホからの
お申込が

スムーズです。

Ciモール内「Ci Pay Light」ページの

“お申込はこちら”のボタンより
お手続きいただきます。

Ciメディカルより資料一式をお送り致します。

加盟店申請書と必要書類を返信用封筒にて
ご返送いただきます。

※捺印は認印可

※WEBからお申込の場合は、データでのアップロードが必要です。
※住民票、印鑑証明書は直近 3ヶ月以内に取得のものでご対応ください。
※法人の場合は法人代表者様の身分証明書となります。

【お申込必要書類】
代表者身分証明書 写し
（運転免許証、住民票、印鑑証明書）いずれか

こちらのQRからも
お申込みできます！
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お申込～ご利用開始の流れ

書面申込の場合

WEB申込の場合

お申込 ※申込方法は2通りあります。

加盟店手続き ご契約内容の確認をお電話にてさせていただきます。

カード会社審査 三菱UFJニコス株式会社（Visa/Master)
株式会社ジェーシービー（JCB / AMEX / Diners）

アカウントの発行 明細確認や、オンラインカード決済を行う際に必要なアカウント情報が
発行され、メールで送られます。

端末設置日確認のご連絡 設置業者より、端末設置日のご連絡をお電話にてさせていただきます。

受付（Ciメディカル）

設置完了・ご利用開始

必ずご確認ください。
明細確認は、専用サイト「Pay Light Box」にてご確認いただけます。紙の明細発行はしておりません。
端末機お申込後、ご登録いただいたアドレス宛に下記アカウント発行のメールが届きますので、

明細・契約内容の確認について

ヘルプ ▼

お取引条件内容通知書

明細のご確認、決済情報のご確認、

また、紙への印刷も可能です。

ご契約内容をいつでもご確認いただけます。

手数料や締め日、取り扱いブランドの確認が可能です。

PDF 形式でのダウンロードが可能です。

メールにアカウント情報の

記載がございます。

ID・パスワードで

「Pay Light Box」へ

ログインします。



Pay Light Plus（デンタルローン）の
治療費分割払い
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デンタルローンについて

Pay Light Plus デンタルローンは、自費診療を低利率で分割払いできる、患者様側にやさしい分割払い決済サービスです。

医院様側も、ローン会社より3営業日後までに全額一括振込、自費診療の成約率UPなどのメリットがございます。医院様がサイト上で

決済メニューを作成し、患者様のスマホからローンの審査・お申込を行うWEB完結型のローンサービスとなっております。

患者様にとって、魅力的な金利となっているため、安心してローンをご利用いただけます。

デンタルローンについて

こんな場合にオススメ

分割払いの
手数料は
高いよね？

カード分割やリボ払いに
比べ、Pay Light Plus の
分割払いは手数料が
約4分の1です！

月々3,000円からの分割払い、
一部繰り上げ返済も可能。
計画的な支払いプランを
立てられます。

❶ 業界最安の低金利　実質年率3.9%

医院様のデンタルローン導入費用・月額費用はかかりません。

クレジットカード決済と異なり、医院様に加盟店手数料は発生しません。

❷ 導入費用・月額費用・加盟店手数料無料

患者様がパソコンやスマートフォンからローンの支払いシミュレーション、お申込をする

仕組みとなりますので、契約書の作成等の煩わしい業務は必要ありません。

審査も最短 5分で完了します。

❷ WEB申込なので簡単・便利

支払いシミュレーション事例

治療費分割払いの比較

導入のメリット

クレジットカードの分割払い 実質年率15%
月額支払い 約4.8万円 支払総額 約116万円

例）歯科矯正100万円を24回（2年）払いの場合の患者様の支払いを比べております。

実質年率3.9%
月額支払い 約4.3万円 支払総額 約104万円

クレジットカードより
デンタルローンの方が
支払総額が抑えられます。

手元に
お金は残して
おきたい

支払方法

クレジットカード

現　金

メリット

ポイントが貯まる

分割手数料の
負担がない

手元資金が
一気に減る

ポイントは
つかない

特になし

分割手数料が
実質年率 18％
程度と高い

キャッシュレス払いの
提案が可能

決済手数料の
負担がある

未回収のリスクがある
（分割対応の場合）

患者様 医院様

メリットデメリット デメリット

決済手数料の
負担なし

決済手数料の負担なし
負担が振込手数料の

550円のみ

業界最安の実質年率

3.9％
デンタルローン
Pay Light Plus
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お取扱い条件

ご利用の流れ

契約期間
対象の患者様 ローン会社

返済回数

代金返済

最低返済金額

対象の治療

取扱金額

金利

収入のある成人の方
（高校生以下のお子様の治療の場合は親権者様がお申込）

治療のお見積りを患者様に
お渡しし、医院様専用管理
サイトにて決済情報を作成し、
患者様へ送ります。

※患者様への送信方法は（メール/SMS/QR）のいずれかの方法となります。

※医院様の手数料はありません。
※無金利条件の作成も可能です。

3万円以上～500万まで

株式会社 ジャックス

3,000円以上

実質年率3.9%

自費診療費用…インプラント・矯正・審美歯科
（※ホワイトニングは対象外）
予防歯科・歯科口腔外科・根幹治療・歯周病などにもご利用可

6～120回（6回刻み）
※一部繰り上げ返済可能　※ボーナス払い選択可能

ご請求後、ジャックスが代金立替にて
3営業日後までに一括でお振込み
※振込手数料は医院様負担となります。（税込550円）

※ローンのご契約は、患者様とジャックスの直接契約となります。※医院様はローンの取り扱い店としての立場となります。

STEP1
患者様がローン支払い希望
（医院様にて）

医院様より送られた
決済情報にスマホから
アクセスし、ローンの
シミュレーションや審査を行います。

STEP2
ローンお申込
（患者様にて）

ローンの審査を行います。
最短 5分で審査完了いたします。

STEP3
審査（ジャックスにて）

治療費をジャックスが立替し、
一括で医院様にお振込みいたします。

STEP6
代金振り込み
（ジャックス→医院様へ）

ジャックスから郵送または、WEBで契約内容が記載された書面が送られます。（送付方法はローン申込時に患者様が選択した方法です）
その後、口座振替用紙をジャックスに返送致します。患者様は毎月口座引落にてローン会社へ返済していきます。

STEP7 契約書到着・振替口座の設定（患者様にて）

審査後、結果をメールにて患者様へご連絡します。
※医院様は管理サイト内で結果をご確認いただけます。

STEP4

STEP5

審査結果・契約内容確認（ジャックス→患者様へ）

医院様専用管理サイトにて
ジャックスへ請求します。
ボタンを押すだけの簡単な
操作となります。

ご請求（医院様にて）

医院様が行うステップ 患者様が行うステップ を色分けして説明しておりますと
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お問い合わせ先

株式会社歯愛メディカル  クレジット端末機担当
〒924-0004　石川県白山市旭丘2-6

受付時間 9:00～18:00（土日祝定休）

TEL：076-205-5315　FAX：0120-418-165
「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標です

【クレジット端末機お申込についてのお問い合わせ先】

代理店

加盟店登録の流れ

申請書類返送から約1ヶ月半～2ヶ月で加盟店登録完了
ご利用開始

※端末機のお申込後のお手続きとなります

加盟店審査

ご連絡

お申込み 端末申込後に、（株）スマートチェックアウトより申請書類が届きます。

必要書類と共にご返送ください。

審査完了後、（株）スマートチェックアウトより医院様へ完了のご連絡をいたします。

その際、ご利用方法についてもレクチャーをいたします。

（株）ジャックスにて、デンタルローンの加盟店審査を行います。

デンタルローンについて

下記書類のご提出をお願いいたします。申請書類と併せて赤文字の追加書類をご準備ください。

加盟店登録必要書類

（申請書類）

□加盟店申請書

□規約等の同意兼申込書

□事業所一覧
　（2店舗以上申込の法人様のみ）

□歯科医師免許書写し
□決算書直近2期分の写し
□医院様-患者様間の契約書
□同意書
□価格表
□パンフレット等

□歯科医師免許書写し
□前職の源泉徴収票2期分の写し
□医院様-患者様間の契約書
□同意書
□価格表
□パンフレット等

□歯科医師免許書写し
□確定申告書一式 2期分
　（青色申告書・貸借対照表・収支内訳表）

□医院様-患者様間の契約書
□同意書
□価格表
□パンフレット等

（申請書類）

□加盟店申請書

□規約等の同意兼申込書

□事業所一覧
　（2店舗以上申込の法人様のみ）

（申請書類）

□加盟店申請書

□規約等の同意兼申込書

法人様 個人様 新規開業の医院様


