ICカードリーダーライター ターミナル

NFP-001 商品ラインナップ

1枚のカードで 3つまでのサービスを運用。
お客様に便利を、
お店にはビジネスチャンスを！
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システム構成パターン

FeliCa ポケット®、
おサイフケータイ®に対応。
I Cカードの便利とビジネスが広がる！
「N F P - 001」

NFP-001

ポイント・クーポン・会員証など複数のサービスを
1枚のI C カードや1 台のおサイフケータイ® に集約できるI C ターミナルです。

NFP-001

FeliCa ポケット® に対応したカード、おサイフケータイ® と
連動して、様々なサービスをお客様に提供できます。
NFP-001

NFP-001-M

NFP-001-3G

○ “FeliCa”はソニ一株式会社が開発した非接触カードの技術方式です。
○ “FeliCa” “FeliCaポケット” 及び、 は、
ソニ一株式会社の登録商標です。
○ おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
○ その他、
記載されている会社名、
製品名、
サービス名は各社の商標または登録商標です。

クーポンチケット

ポイント

プリペイド

スタンプラリー

外形寸法
ケーブル
重量
電源
消費電力
外部記憶メディア
表示部

NFP-001
（本体）
NFP-001-K（キーパッド）
幅：99mm × 奥：99mm × 高：79mm
幅：87mm × 奥：163mm × 高：41mm
－
90cm ※本体との接続用
約260g ※ACアダプタを除く
約220g
ACアダプタ AC100V 50／60Hz
動作時：2.3W 最大時：2.7 W
SDカード
－
バックライト付きLCD表示 16桁 × 2行 ※バックライト：アンバー 文字：黒

本体

（ NFP-001）

お問合せは、ナテックの担当者まで お気軽に。
［ 本 社 ］ 〒 590-0005 大阪府堺市堺区南清水町 2-2-22

これ 1 台で様々な
サービスを
運用していただけます。

TEL. 072-229-9111 ㈹

担当者名

連絡先（直通）

FAX. 072-229-0618
［工場］

［営業所］
札幌営業所

名古屋営業所

広島営業所

大阪工場

仙台営業所

大阪営業所

高松営業所

台湾工場

東京支店

神戸営業所

福岡営業所

金沢営業所

岡山営業所

www.natec-japan.co.jp/

キーパッド

（ NFP- 001-K ）

株式会社ナテックの SNS 公式アカウントです。

www.facebook.com/NATEC.jp/
最新の情報をお届けいたします。
ぜひチェックしてみて下さい。
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NATECのNFP-001を導入していただくと
1枚のカードで複数のサービスを
運用できるから…

お客様にもお店にも嬉しい、
選べる 4つのサービス
ポイントサービス

クーポン／チケット

お客様の購入金額に応じた
ポイントサービスや、
来店ポイントの運用ができます。

お客様の
メリット

Point!

ポイント・クーポン・会員証など
複数のサービスを、1 枚のFeliCa カードや
1 台のおサイフケータイ®に集約できる

5%F
OF

Ticket!

Coupon!

また、有効期限やランク
（3 ランク）の設定も可能です。

スタンプラリー
Stamp
get!

だから

さら に …

1
お店・施設
のメリット

2

使いやすいカードの導入で、
お客様の利便性が向上し
来店機会の向上につながります。
また、ポイントカード忘れ等
による処理の手間も省けます。

おサイフケータイ®で使用中のサービスを一覧できるほか、手持ちの
ICカードを読み取ることができる、
フェリカネットワークス株式会社
提供のアプリです。おサイフケータイ対応のAndroidスマートフォン
には、
プリインストール（※）されています。 ※ 一部の機種を除く

観光地のイベントや、周辺店舗
と連携した地域活性化イベント
などで、簡単にスタンプラリー
を実施できます。

=

¥1,000

店舗専用のクローズ型のプリペイド
機能や、地域限定で利用できる
商品券の運用が行えます。
設定によりチャージも可能で、
上限を設けることもできます。

FPナンバーの表示
FeliCaポケット

※プリペイド機能の運用については、
販売店へご相談ください。

ご利用条件
（必読）

ポケット

FPナンバー

1925322348

4 つのサービスを活用し、
ビジネスチャンス拡大

お店独自のサービスをカードに組み込むことで、
お客様の満足度が上がり、リピート率向上に
つながります。

シリアルポートを
標準装備

本体側に SD カードスロットを
搭載しているので、取引の利用
ログを SD カードに記録可能。
PC でログデータの集計も
できます。

シリアルポート（RS-232C ）を標準
装備しているので、POS レジや
PC などと連動させて運用※ 1 できます。
また、ジャーナルプリンター※ 2 を
接続し、利用明細を発行することも
可能です。
※ 1 接続する機器のソフトの対応が必要です。
※ 2 接続できるジャーナルプリンターは
指定機種となります。

使用中

500P

“FeliCaポケット”の利用媒体

SCOポイント事務局

SIPS商店街ポイント

1200P
SIPS商店街

SCO音楽フェスティバル

利用媒体

アプリで
ポイントを貯める

使用エリア
ポケット数
ポケットライセンス
領域オーナー設定

FeliCaポケット モバイル

共通領域
標準8ポケット
（最大20ポケット）
必要
セレクト設定 or オープン設定

I Cカード利用のデータをラクラク管 理

SD カードで
データ管理

5/8

SCOポイントサービス

購入額や来店回数に応じたポイントサービスに
加え、割引サービスや回数券なども設定可能です。

詳しくは右ページをご覧ください
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おサイフケータイ®アプリとは？

プリペイド（クローズ型）

FeliCaポケット Standard

顧客管理用のアプリケーションも
別途ご用意（有償）しております。

割引クーポン、特定商品の
回数券、施設利用の回数券など
としても運用可能です。
クーポン／チケットは本体に
20 種類まで登録でき、
有効期限も設定できます。

有効期限も設定できるので、期間
限定イベントにも活用できます。

お客様の利便性が向上し、
来店機会の向上

おサイフケータイ®アプリとの
連携でもっと使いやすく！

FeliCaポケット Lite
カード発行者領域
1〜3ポケット
不要
セレクト設定

お客様が使用中の
おサイフケータイ®アプリと
連携させることで、
簡単に保有ポイントを
貯めることができます。

FPチケット販売
（株）

SIPS会員証

本サービスは終了しています。

カードをかざして
中身を確認
お客様が使用中のFeliCa
ポケットカードにスマホを
かざせば、カード内に
登録されている店舗サービス
やポイントが表示されます。

FPロック
（株）

不明なサービスが登録されています

※ FeliCaポケット推奨フォーマットに
準拠している場合に限ります。

ネットワークで
データ管理
LAN ポートを標準搭載している
ので、L A N ケーブルを使い、
離れた場所の PC へ SD カードの
ログデータを送信できます。
アナログ回線に対応した「モデム
内蔵モデル」や 3G 回線に対応した
「3G 対応モデル※ 3」もございます。
※ 3「3G 対応モデル」には、
別途、回線契約が必要となります。

設置の自由度が
高いセパレート設計

カンタン操作で、
メンテナンスもラク

お客様がカードをかざす本体と、お店が
オペレーションを行うキーパッドが別々に
なっています。ですから、お客様側に本体、
カウンター内側にキーパッドを置くなど、
お店のスペースに応じて自由に設置できます。

難しい操作は不要、電卓感覚の
簡単な操作で様々なサービスを
運用できます。

また、来店ポイントや会員証サービスなど、
キーパッドを使わない運用の際は取り外して
使うこともできます。

磁気カード端末のようなカード搬送
部がないので、カード詰まりなどの
トラブルがなく、メンテナンスの
手間もかかりません。

指定のWEBサイトへリンク
店舗・施設のWEBサイトへのリンクが可能です。
専用のWEBサイトをお持ちでない場合は、
FeliCaポケットモバイルサイト内にサービス
概要ページを準備いたします。

2018/06/26 13:55

