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機能と特徴 モードの説明

TCS-209Xは、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ付 ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝﾀｲﾌﾟです。TCS 209Xは、ｷ ﾎ ﾄ 付 ｽﾀﾝﾄ ｱﾛﾝﾀｲﾌ です。
ﾓｰﾄﾞ切り替えにより、5通りの使用方法をご用意しています。

１．ﾛｰｶﾙﾓｰﾄﾞ

TCS-209Xを単独で使用します。取引ﾃﾞｰﾀは内部ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞに記録されます。取引ﾃﾞｰﾀをﾊﾟｿｺﾝに

取り込みたい場合は A 取り込み時のみRS232Cｹ ﾌﾞﾙで ﾟｿ ﾝに接続する B ﾒﾓﾘｶ ﾄﾞを抜き取り取り込みたい場合は、A．取り込み時のみRS232Cｹｰﾌ ﾙでﾊ ｿｺﾝに接続する。 B.ﾒﾓﾘｶｰﾄ を抜き取り、
ﾊﾟｿｺﾝのＣＦﾘｰﾀﾞｰに装着する。C．ﾓﾃﾞﾑ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）で本部ﾊﾟｿｺﾝに送信する。という方法を用意しています。

2．PC接続ﾓｰﾄﾞ

TCS-209Xをﾊﾟｿｺﾝに常時接続して使用します。操作方法は１．ﾛｰｶﾙとほぼ同じですが、

挿入されたお客様のﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの磁気データ（ＩＤ等）をﾊﾟｿｺﾝに都度送信します。 ﾊﾟｿｺﾝ側で取得したＩＤを
もとに検索するｼｽﾃﾑを作成しておけば、顧客情報（購買履歴等）をﾊﾟｿｺﾝに表示することができます。
（例としてﾎﾃﾙのﾁｪｯｸｲﾝ等で宿泊履歴を表示し、接客に活用します。）
ﾊﾟｿｺﾝ側からTCS-209Xに、名前ﾃﾞｰﾀや、ﾒｯｾｰｼﾞを送信することも可能です。

3 POS接続 ﾄﾞ3．POS接続ﾓｰﾄﾞ

TCS-209XをPOSまたはﾊﾟｿｺﾝに常時接続して使用します。POSから金額等の信号を

受信し、TCS-209Xがﾎﾟｲﾝﾄ演算、ｶｰﾄﾞ磁気、印字書き込み部分を受け持ちます。
（ 専用の制御ﾗｲﾌﾞﾗﾘを用いたＰＯＳ側のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｶｽﾀﾏｲｽﾞが必要です。 ）

来場ﾎﾟｲ ﾄ4．来場ﾎﾟｲﾝﾄﾓｰﾄﾞ
TCS-209Xを単独で来場ﾎﾟｲﾝﾄ専用機といして使用します。ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞを挿入するだけ

で設定されたﾎﾟｲﾝﾄが自動的に付加されます。映画館、公営ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ場等での運用に適しています。

5 LAN接続ﾓｰﾄﾞ5．LAN接続ﾓｰﾄ

複数のTCS-209XをＬＡＮでﾊﾟｿｺﾝと接続して使用します。LAN接続によりﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

へ取引ﾃﾞｰﾀを送信したり、設定ﾃﾞｰﾀを受信します。同一の建屋に多数のTCS-209Xを設置している場合な

どに適しています。 ※ＬＡＮ接続でご使用になる場合は、専用機となりますのでご発注時にご指示願い

ますます。
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機能と特徴 使用可能なカード

白濁 ｲ ｲ ｲ 使 捨 ｻ ｶ ﾞ 機 併 が 能 す白濁ﾘﾗｲﾄ、ﾛｲｺﾘﾗｲﾄ、使い捨てｻｰﾏﾙｶｰﾄﾞの同一機での併用が可能です。
ＰＶＣカード専用機もご用意しています。

１．ｻｰﾏﾙｶｰﾄﾞ（使い捨て） 材質ＰＥＴ 薄手

ﾏ ｸ印字または ﾎﾟｲﾝﾄ履歴印字を行います ﾎﾟｲﾝﾄｶ ﾄﾞの印字面がい ぱいになるかﾏｰｸ印字または､ﾎ ｲﾝﾄ履歴印字を行います。ﾎ ｲﾝﾄｶｰﾄ の印字面がいっぱいになるか、
または満点になると次のｶｰﾄﾞに引継ぎます。

2．ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ（銀面白濁） 材質ＰＥＴ 薄手

ｶ ﾄﾞ表面の銀窓内に白文字で印字を行い 書き換え（消去 印字）を行いますｶｰﾄ 表面の銀窓内に白文字で印字を行い、書き換え（消去、印字）を行います。
現在のポイントや、お店のイベント情報等を自由に印字、書き換えすることができます。

3．ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ（ロイコ 青、または黒） 材質ＰＥＴ 薄手

ｶｰﾄﾞ表面に青、または黒文字で印字を行い、書き換え（消去、印字）を行います。
２．同様の使用が可能です。

4．PVCﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ （ﾛｲｺ 青、または黒） 材質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 厚手

ｶｰﾄﾞ表面の帯状の印字エリアに、青、または黒文字で印字を行い、書き換え（消去、印字）を行います。
２ ３に比べて印字エリアに制限があるため 印字内容にも制限があります２，３に比べて印字エリアに制限があるため、印字内容にも制限があります。

※4.PVCﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞをご使用になる場合は、専用機となりますので、ご発注時にご指示願います。

１～３は、同一機で併用が可能です。お客様によりお渡しする
カードを変えたり、累計のお買い上げ額によって、カードを変
更するような運用も可能です。
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機能と特徴 基本運用、ｾｷｭﾘﾃｨｰ関係選択設定 （１）

運用 ｾｷｭﾘﾃｨｰ

・分類ｺｰﾄﾞ 有／無

分類ｺｰﾄﾞ有に設定すると、誰が、いつ、何（分類コード）を、いくら（金額）買って、何ﾎﾟｲﾝﾄ取得したか管理可能です。

ｶ ﾄﾞ再発行

運用 ｾｷｭﾘﾃｨ

・ｶｰﾄﾞ再発行 有／無／ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

磁気破壊や紛失したｶｰﾄﾞの再発行を店舗TCS-209Xで行えるかどうか選択します。

・1日発行制限

TCS-209X 1台で1日に発行できる総ﾎﾟｲﾝﾄ高を制限することが出来ます。不正防止に役立てます。

高額な金額を入力時、パスワードを要求します。不正防止に役立てます。

・高額入力ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

有・有効端末桁数

端末コード（6桁）のうち上桁から何桁目まで同じであれば、カードが相互使用できるという機能です。
通常は企業コード（4桁）が同じであれば、カードの相互使用が可能ですが、同一企業でも、
地域や業種によって、相互使用を不可にしたい場合にこの設定を行います。

・エンコード 有／無／ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

ｴﾝｺｰﾄﾞ（ｶｰﾄﾞの初期化処理）を（店舗の）TCS-209Xで行うかどうかの選択をします。 ｴﾝｺｰﾄﾞを行うとｶｰﾄﾞに会
員番号のみが印字されます。会員番号は店舗ｺｰﾄﾞ4桁（TCS-209X固有）＋連番6桁で構成されます。
通常は①ｴﾝｺｰﾄﾞ済みのｶｰﾄﾞをご購入いただく。②各店舗のTCS-209Xでｴﾝｺｰﾄﾞする。③本部でｴﾝｺｰﾄﾞしたも通常 ① 済 を 購入 。②各店舗 する。③本部 も
のを各店に配布する。④下記生ｶｰﾄﾞ設定を行う。 ①②③④いずれかの運用方法になります。

・生カード使用 自動連番／入力番号

ｴﾝｺｰﾄﾞしていないｶｰﾄﾞ＝生ｶｰﾄﾞの使用を許可する設定です。初回使用時に自動で連番を採番するか、任意の
10桁の会員番号を入力するか選択します。10桁の会員番号を入力するか選択します。
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機能と特徴 基本運用、ｾｷｭﾘﾃｨｰ関係選択設定 （２）

・旧カード引継ぎ

当社製の旧機種で運用しているユーザー様において、機械とﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ両方を入れ替える際に、旧機種で処理

当社旧機種との互換

当社製の旧機種で運用しているユ ザ 様において、機械とﾎ ｲﾝﾄｶ ﾄ 両方を入れ替える際に、旧機種で処理
されている流通済みポイントカードを、TCS-209X用の 新カードに引き継ぐ機能です。

・旧機種 互換設定

当社製の旧機種で運用しているユーザー様において、機械のみ入れ替える際、あるいは旧機種とTCS-209Xが混在製 機種 、機 、 機種 混
する場合に、旧機種で処理されている流通済みポイントカードを、そのままTCS-209Xでも使用する機能です。

ｵﾌﾟｼｮﾝ接続

・バーコード接続

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ（別売り）を接続可能です。 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで読み取ったデータを会員番号として利用する場合と
商品コードとして利用する場合の２通りの使用方法をご用意しています。

プリ タ接続・プリンタ接続

ｼﾞｬｰﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾀ（別売り）を接続可能です。 取引明細や、日計などの集計ﾃﾞｰﾀを印字します。

・モデム接続 （ｵﾝﾗｲﾝ設定）

モデム（別売り）を接続可能です。 本部のデータを送信するときに設定します。送信には自動と手動があり、自
動に設定しておけば、決められた時間に自動的に本部に取引データを送信します。
このとき本部側からの返信で、メッセージやポイント倍率、会員照合用のリスト等を受け取ることが可能です。
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機能と特徴 基本運用、ｾｷｭﾘﾃｨｰ関係選択設定 （３）

本語入力機能

拡張機能

・日本語入力機能

『お名前』、『メッセージ』、『店名』の日本語入力を端末キーボードから入力できます。

・端末での不正会員登録、照合機能端末での不正会員登録、照合機能

不正会員番号を端末から入力し、リスト登録することができます。
該当会員のカードが挿入された際、画面表示とブザー音が鳴ります。
リストはＭＡＸ４０件までの登録が可能です。

・次回予約日・時刻の印字機能

次回ご予約日と時刻を印字する事ができます。

・プリペイド機能・プリペイド機能

ポイントだけではなく、プリペイド機能を搭載いたしました。

サーマルカードまたはリライトカードでのプリペイド機能とリライトカードでのポイント機能を1
台の端末で運用可能でです また リライトカード１枚に 『プリペイド』 と 『ポイント』 両機台の端末で運用可能でです。また、リライトカ ド１枚に、『プリペイド』 と 『ポイント』 両機
能の併用運用も可能です。
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機能と特徴 ポイントの運用 （１）

ﾎﾟｲﾝﾄの種類ﾎ ｲﾝﾄの種類

・基本ﾎﾟｲﾝﾄ

○○円で○○ポイント 売上金額に応じて付加する基本のポイントです。

○○円未満は切捨てになります 端数金額（未満の金額）の繰越し設定や

・倍ﾎﾟｲﾝﾄ

設定された倍率を基本ﾎﾟｲﾝﾄに掛け算します。 倍率は100％（1倍）～1000％（10倍）

○○円未満は切捨てになります。端数金額（未満の金額）の繰越し設定や、
消費税演算有り（税率は可変）無の選択設定が可能です。

・回数ﾎﾟｲﾝﾄ

設定された利用回数ごとにポイントを付加します。(例)10回お買い物ごとに５０ポイント差し上げる。

・特別ﾎﾟｲﾝﾄ（１～３（割増・固定））

定 算

・特別ﾎ ｲﾝﾄ（１～３（割増・固定））

Ｆ３（特別）キーを押し、設定された割増または固定ポイントを付加します。
※固定ポイントは１日一回制限が可能です。
（例）買い物袋を持ってきてくださったお客様には５ポイント、ＤＭなどのポイント引換券をお持ちになった

お客様 は ポイ 差 上げる

・商品ﾎﾟｲﾝﾄ

Ｆ２（商品）キーを押し、設定された割増または固定ポイントを付加します。
基本動作は特別ポイントと同じですが、 基本設定ポイントの１００％未満の料率の設定が可能です。

お客様には１０ポイント差し上げる。

（例）クレジットカードでお支払いのお客様は８０％料率でポイントを差し上げる。

・入会ﾎﾟｲﾝﾄ
入会時（カード初回挿入時）にあらかじめ設定された固定ポイントを付加します。

（例）入会金をお客様からいただくので、入会ポイントとして１００ポイント差し上げる。
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機能と特徴 ポイントの運用 （２）

・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄﾗﾝｸｱｯﾌ ﾎ ｲﾝﾄ

お客様のﾗﾝｸによって、ﾎﾟｲﾝﾄの倍率を変更します。ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの磁気（ﾗﾝｸ記号）によて自動判別します。
ﾗﾝｸは 初からｶｰﾄﾞに記録する方法と、累計の利用額によりﾗﾝｸをＵＰさせる方法があります。
ﾗﾝｸは3段階まで対応しています。

・多額購入ﾎﾟｲﾝﾄ

１取引で、設定された金額以上のご利用があった場合に固定または割増ポイントを付加します。
（例１）一万円以上のお買い物をされたお客様に１００ポイント差し上げる。
（例２）一万円以上のお買い物をされたお客様は倍ポイントを差し上げる。

・区分料率ﾎﾟｲﾝﾄ

分類コード入力（１桁）にリンクした倍率でポイントを付加します。（※ 大９個まで、10％～1000％まで設定可能）

（例１）特売商品にはポイント倍率を下げて差し上げる。

（例２）利益の多い商品にはポイント倍率を上げて差し上げる。

・特定日ﾎﾟｲﾝﾄ

毎月指定日、特定曜日に設定された倍率でﾎﾟｲﾝﾄを付加します。（金額条件も設定可能）
（例）毎週水曜日は1000円以上お買い上げでﾎﾟｲﾝﾄ2倍（例）毎週水曜日は1000円以上お買い上げでﾎ ｲﾝﾄ2倍。

・時間帯ﾎﾟｲﾝﾄ

時間帯により設定された倍率でポイントを付加します。

誕生日ﾎﾟｲﾝﾄ・誕生日ﾎ ｲﾝﾄ

誕生月の初回ﾊﾟｽ、または誕生日前後1～10日の初回ﾊﾟｽ時に設定された固定ﾎﾟｲﾝﾄを付加します。
ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの磁気ﾃﾞｰﾀ（初回発券時にあらかじめ入力しておく）により自動的に付加されます。
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機能と特徴 ポイントの運用 （３）

ﾎﾟｲﾝﾄ交換ﾎ ｲﾝﾄ交換

ﾎﾟｲﾝﾄを交換（目標と）する単位を設定します。 設定された交換（目標）ﾎﾟｲﾝﾄは、ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの印字部分に
“○○ﾎﾟｲﾝﾄまであと○○ﾎﾟｲﾝﾄ”と印字させることができます。

例）Ｎ倍設定 500ﾎﾟｲﾝﾄと設定すると、ｶｰﾄﾞには“500ポイントまであと○○ﾎﾟｲﾝﾄ”と印字されます。
ﾎﾟ ﾄを超えると 次 目標 倍 場合 ﾎﾟｲ ﾄま あと○○ﾎﾟｲ ﾄ と印字します500ﾎﾟﾝﾄを超えると、次の目標N倍の場合“1000ﾎﾟｲﾝﾄまであと○○ﾎﾟｲﾝﾄ”と印字します。

交換ﾎﾟｲﾝﾄ設定には、①Ｎ倍設定、②８段階設定、③強制交換、④設定なし があります。

有効期限

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの有効期限設定です。下記をご用意しています。

・（ 終）利用日起算

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞを 後に利用したその日から○○ヶ月有効という設定です。

算・発行日起算

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞを 初に利用したその日、または翌月1日から1年間、または2年間有効という設定です。

・固定日

毎年○月○日に全員のカ ドが期限切れというような運用のとき設定します

・期限なし

毎年○月○日に全員のカードが期限切れというような運用のとき設定します。

期限はありません。

※ 期限更新 期限切れ処理※ 期限更新、期限切れ処理

期限切れ前に、期限を自動または、手動で更新する機能（ﾎﾟｲﾝﾄ引継ぎ有／無）。
期限切れのカードの処理機能（再発行／無効処理）を搭載しています。
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機能と特徴 ポイントの運用 （４）

ポイ トカ ド印字内容ポイントカード印字内容

・名前印字 有／無

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞにお客様の名前を印字することも可能です。
名前 入力（登録方法）は 接続方式 ﾞﾑによる名前 ﾄ登録方式 による名前 ﾄ

・店名印字 発行店／利用店／無

名前の入力（登録方法）は、PC接続方式、ﾓﾃﾞﾑによる名前ﾘｽﾄ登録方式、ＣＦ R/Wによる名前ﾘｽﾄ
登録方式等をご用意しています。 詳細は別項を参照ください。

ﾁｪｰﾝ店などで、お客様がﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞに入会された店舗（発行店）、 後にご利用になった店舗（利用ﾁ ﾝ店な 、お客様 ﾎ ｲﾝ 入会された店舗（発行店）、 後 利用 な た店舗（利用
店）を印字することが可能です。

・印字レイアウト設定

印字項目、項目名、単位記号、印字場所（行数）等 大19行の範

囲で ある程度自由に印字ﾚｲｱｳﾄをお客様のご希望により設定す囲で、ある程度自由に印字ﾚｲｱｳﾄをお客様のご希望により設定す
ることができます。 縦型ｶｰﾄﾞ、横型ｶｰﾄﾞどちらにも対応可能です。

右図は名前印字有の縦標準印字ﾚｲｱｳﾄです。（ｶｰﾄﾞは白濁ﾀｲﾌﾟ）
下図は名前印字なし横標準印字ﾚｲｱｳﾄです。（ｶｰﾄﾞはﾛｲｺ黒）
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機能と特徴 設定

これまで説明したﾎﾟｲﾝﾄ運用に応じてTCS-209Xの設定をおこないます。 設定の方法は下記をご用意しています。

初期設定

・TCS-209X ﾃﾝｷｰによる設定
TCS-209Xにﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力し、設定画面を表示させ、設定項目を選択、数値を入力します。TCS 209Xにﾊ ｽﾜ ﾄ を入力し、設定画面を表示させ、設定項目を選択、数値を入力します。

・専用ﾂｰﾙ（通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄ）による設定

ｵﾌﾟｼｮﾝの通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄを使用して、ﾊﾟｿｺﾝから設定ﾃﾞｰﾀをRS232C経由で送信します。
特殊な設定（印字ﾚｲｱｳﾄや、ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞに設定）は、このｿﾌﾄが必ず必要です。

※設定内容をご指示いただくことにより、工場出荷時に当社で設定サービスも行っております。
設定内容は、打ち合わせの上、専用の設定表をご確認、ご記入いただきます。

設定の保存設定の保存

設定はﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ（各種設定値ｶｰﾄﾞ）に磁気記録し、保存しておくことができます。
設定値ｶｰﾄﾞには下記があります。

・設定値カード、メッセージカード、倍率カード、時間帯倍率カード、
特定日カ ド 店名カ ド ＬＡＮ設定カ ド特定日カード、店名カード、ＬＡＮ設定カード

設定が記録されたこれらのカードを再びTCS-209Xに挿入することで、いつでも導入初期
の設定に戻すことが可能です。また他のTCS-209Xに挿入すれば、同じ設定に統一するこ
とが可能です。（端末番号等、固有の設定値は他機にはコピーしません。）

※TCS-209X ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ有の場合は、ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞにも設定値が保存されています。
このﾒﾓﾘｶｰﾄﾞを利用すれば、故障時の代替機も簡単に設定することが可能です。

１０P



機能と特徴 操作（１）

操作部 ﾃﾝｷｰ

８個のファンクションキーを利用してよく使用する操作がワンタッチで行えます。

操作部 ﾃﾝｷｰ

Ｆ１(点検)     ： 各種メニュー操作で使用
Ｆ２(商品)     ： 商品ポイント付加時に使用
Ｆ３(特別) ： 特別ポイント付加時に使用Ｆ３(特別)     ： 特別ポイント付加時に使用
Ｆ４(新規)     ： 新規ポイント付加時および複数レシート処理の

小計キーとして使用
Ｆ５(任意)     ： 任意ポイント付加時に使用
Ｆ６(照会) LAN接続の場合にHOST通信機能として使用Ｆ６(照会)     ： LAN接続の場合にHOST通信機能として使用
Ｆ７(返品)     ： 返品操作時に使用
Ｆ８(再発行) ： 再発行操作時に使用
取 消 ： 処理の取消、強制終了時に使用取 消 処理の取消、強制終了時に使用
交 換 ： ポイント減算操作時に使用
訂 正 ：入力データ、直前の販売操作訂正時に使用
実 行 ：項目値の確定、各操作終了時に使用
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機能と特徴 操作（２）

基本（日常）操作１ ﾎﾟｲﾝﾄ付加 交換基本（日常）操作１ ﾎ ｲﾝﾄ付加、交換

１．ﾎﾟｲﾝﾄ付加 （基本） ２．ﾎﾟｲﾝﾄ交換

１ ポイントカ ドを挿入します１．ポイントカードを挿入します

2004/06/01

100％

2004/06/01

100％

２．売上金額を入力して

を押します

金額？

１． を押します

2004/06/01

前回利用２００４/０７/０５
累計ﾎﾟｲﾝﾄ ２４００Ｐ

３．付加されるポイントを

交換 100％

２．ポイントカードを挿入します

累計 ２５００

付加されるポイントを
確認して

を押します

累計 ２５１０

交換？ ２５００

前回利用２００４/０７/０５

今回 １００

４．カードが排出されます

３．交換するポイントを入力して

を押します

４．カードが排出されます
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機能と特徴 操作 （３）

基本（日常）操作２ 訂正他基本（日常）操作２ 訂正他

１．新規／任意ﾎﾟｲﾝﾄ

（台紙カードにスタンプを押す等のﾎﾟｲﾝﾄ運用を行っていた）旧システムでお客様が貯めていたﾎﾟｲﾝﾄを、

２．ﾎﾟｲﾝﾄ訂正

カード挿入中の操作間違いは、訂正ｷｰ（入力値訂正）、取り消しｷｰ（ｶｰﾄﾞ排出 やり直し）により行います。金額を

（台紙カ ドにスタンプを押す等のﾎ ｲﾝﾄ運用を行っていた）旧システムでお客様が貯めていたﾎ ｲﾝﾄを、
TCS-209Xのﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞにﾌﾟﾗｽして差し上げる操作です。 Ｆ４（新規）、Ｆ５（任意）キーを押して処理します。

挿入中 操作間違 は、訂 ｷ （入力値訂 ）、取り消しｷ （ 排出 やり直し） より行 ます。金額を
間違えたままｶｰﾄﾞ印字排出まで処理を実行した場合でも訂正モード（訂正ｷｰを押してｶｰﾄﾞ挿入）を利用して再処理
再印字が可能です。 ※訂正処理ができるのはﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞの直前ﾃﾞｰﾀで同一日、同一端末でのみ操作可能です。

３．返品

返 相 するﾎﾟ を ます 返 キ を押 処 ます

４．ｶｰﾄﾞ再発行

返品に相当するﾎﾟｲﾝﾄをﾏｲﾅｽします。Ｆ７（返品）キーを押して処理します。

磁気破壊、破損カードや、紛失カードの再発行を行います。Ｆ８（再発行）キーを押して処理します。

５．カードコピー

磁気が正常で、印字面や印刷面が長期の繰り返し使用で劣化したﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞを新しいものにｺﾋﾟｰします。

６ クリーニング６．クリ ニング

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾞによりTCS-209X内部のR/Wを清掃します。電源立ち上げ時に自動的にｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾓｰﾄﾞになります。
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾞにｽﾌﾟﾚｰ液を吹きかけ、TCS-209Xに挿入します。
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機能と特徴 操作 （４）

基本（日常）操作3 集計基本（日常）操作3 集計

TCS-209Xで集計を行うことができます。
集計データは①リライトカードに印字する。②ｵﾌﾟｼｮﾝのﾌﾟﾘﾝﾀを接続してﾌﾟﾘﾝﾀ用紙に印字する。①、②選択します。

日計 前日計．日計、前日計

日計は午前０時～翌日午前０時まで（日付と同じ考え方です）
の取引ﾃﾞｰﾀを集計します。
日計は午前０時を過ぎると自動的に前日計として機械内部に
メモリされますメモリされます。

．当月計、前月計

当月計は毎月1日～月末（締め日）までの集計です。

当月計は 月末を過ぎると自動的に前月計として機械内部にメモリされます当月計は、月末を過ぎると自動的に前月計として機械内部にメモリされます。
また月末（締め日）を設定することも可能です。
例）25日に締め日を設定すると、当月26日～翌月25日までを当月計として集計。

．締めきり集計

前回集計を行った時点から、今回集計を行った時点までの集計です。
作業者ごとに集計を取りたい場合に使用します。

＜日計印字例＞
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機能と特徴 操作 （5）

取引ﾃﾞｰﾀの回収

TCS-209X メモリカード有の場合は、メモリカードに取引データ（ 大１万ﾚｺｰﾄﾞまで）が記録されます。

ﾊﾟｿｺﾝに取り込み、顧客管理、分析にご利用いただきます。 （メモリカードはコンパクトフラッシュカードです。）

ﾊﾟｿｺﾝへの取り込み（送信）方法は下記をご用意しています。

１．ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ脱着方式
TCS-209Xからﾒﾓﾘｶｰﾄﾞを抜き取り、 市販のｺﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾘｰﾀﾞｰに装着し、ﾊﾟｿｺﾝに取り込みます。
専用のｺﾝﾊﾞｰﾄｿﾌﾄをご提供しています。

２．RS232Cｹｰﾌﾞﾙ接続方式
ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭ ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭR/W

TCS-209Xにはﾒﾓﾘｶｰﾄﾞを装着したままで、TCS-209XとパソコンをRS232Cｹｰﾌﾞﾙで接続し、ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞの取引ﾃﾞｰ
ﾀを送信します。 専用の通信ソフトをご提供しています。

３ ﾓﾃﾞﾑ転送方式

ｺﾝﾊ ｸﾄﾌﾗｯｼｭ ｺﾝﾊ ｸﾄﾌﾗｯｼｭR/W

２３２Ｃケ ブル３．ﾓﾃ ﾑ転送方式

TCS-209Xにｵﾌﾟｼｮﾝのモデムを接続し、公衆回線経由で本部のﾊﾟｿｺﾝにﾒﾓﾘｶｰﾄﾞの取引ﾃﾞｰﾀを送信します。専
用のﾓﾃﾞﾑ受信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをご提供しています。

モデム
公衆回線

モデム

２３２Ｃケーブル

４．ＬＡＮ接続方式 （LAN専用機になります。）

TCS-209XにＬＡＮｹｰﾌﾞﾙを接続し、ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞの取引ﾃﾞｰﾀを送信します。
専用のＬＡＮ接続ｿﾌﾄをご提供しています。

モデム モデム

LANケーブル

1～４の各方式でパソコンに取り込まれた取引データは、あらかじめ指定（設定）されたドライブの指定フォルダにテキストファイル形式で

保存されます。取引データを取り込んだ際には、メモリカードは基本的にクリアされます。このとき、名前リストやカードに印字するメッセ

ージ、倍率等の運用設定データをTCS-209Xまたはメモリカードに送信する仕組みもご用意しています。 詳細は別項参照ください。
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名前印字

機能と特徴 便利な機能（１）

名前印字

１．リスト登録方式

TCS-209Xのメモリカードに名前のリスト（ 大5000名）を登録します。該当す

る会員番号のカードが挿入されると自動的に名前を印字します 名る会員番号のカ ドが挿入されると自動的に名前を印字します。 名
前リストの受け渡しは、ﾓﾃﾞﾑ送信、ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭﾘｰﾀﾞｰによる書き込み、
RS232C送信、LAN接続のいずれでも行うことができます。

２．ＰＣ通信方式（データベース検索送信）

TCS-209XとパソコンをRS232Cｹｰﾌﾞﾙ、またはＬＡＮｹｰﾌﾞﾙで接続します。 ﾎﾟ
ｲﾝﾄｶｰﾄﾞをTCS-209Xを挿入すると、会員番号をパソコンに送信します。
ﾊﾟｿｺﾝは受信した会員番号に該当する名前をTCS-209Xに返信します。

※上記１ ２の方式はどちらも事前に名前を登録さえしておけば TCS-209Xの※上記１，２の方式はどちらも事前に名前を登録さえしておけば、TCS-209Xの

操作において名前を入力する必要はないので、店員様は全く意識することなく
操作していただくことになります。

３．ＰＣ通信方式（都度名前入力送信）

TCS-209XとパソコンをRS232Cｹｰﾌﾞﾙで接続し、TCS-209Xにカード挿入都度、パソ

コンの名前入力画面に名前を入力し、送信します。 あらかじめ名前を登録してお
く必要はないのですが、操作が多少面倒で時間を要しますので、ポイントカードを
一時お預かりするなど接客に余裕のある業種に向いています。

４．端末入力方式

TCS-209Xのキーボードから入力します。
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会員照合

機能と特徴 便利な機能（２）

名前リスト同様に下記のリストを登録可能で、対象会員のカードが挿入されたとき
TCS-209Xの表示器、ブザー音、カードへの印字等でお知らせします。
カードのメッセージ部に特定メッセージの印字も可能です。

会員照合

未登録会員 申し込み用紙未記入または紛失で、カードを発券、手渡ししたお客様が再来店したとき
ｶｰﾄﾞ挿入時、ブザと機器表示でお知らせします。

ＤＭ不達会員 転居によりＤＭが届かなかったお客様来店時、ｶｰﾄﾞ挿入でブザ、機器表示でお知らせします。
ＶＩＰ会員 ＶＩＰ会員が来店、カード挿入時 同上お知らせします。
複数カ ド所持会員 複数のカ ドを 人 ご使用のお客様が来店 ｶ ﾄﾞ挿入時 同上お知らせします

ブザ＆メッセージ表示

ド 字

複数カード所持会員 複数のカードを一人でご使用のお客様が来店、ｶｰﾄﾞ挿入時、同上お知らせします。
不正会員 紛失ｶｰﾄﾞを拾得し、使用している等の不正会員 来店、カード挿入時 同上お知らせします。

カードを挿入します
ピッ

カードへ印字

ピッ
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機能と特徴 便利な機能（３）

会員リスト 照合ポイント機能会員リスト 照合ポイント機能

会員リストに、『照合ポイント』機能を追加できます。
（会員リストはＰＣ側で作成して頂きます）

A,00010005, ," 東洋 太郎",1,00100,090228,090128
B,00010006, ," 鹿取田 雷太",1,00100,090228,090128

（会員リスト例）

（会員リストはＰＣ側で作成して頂きます）

従来の会員リストは、お名前の印字等をさせるための
リストでしたが、『照合ポイント』機能により、
各会員毎に『任意ポイント』や、『特別ポイント』としての
自動ポイント付加が可能になりました

B,00010006, ,  鹿取田 雷太 ,1,00100,090228,090128
C,00010007, ," 須反戸 亜論",1,00100,090228,090128

【説明】
１照合フラグ
２会員番号

自動ポイント付加が可能になりました。
また、ポイント付加に対する有効期限の設定も可能です。

例えば、ネット販売も行っている企業に対し、
ネット購入時のポイントを、

員番号
３お名前
４会員ランク
５付加フラグ
６照合ポイント
７有効期限

店頭で使用されるポイントカードにも
自動付加させる。。。

例えば、顧客管理ソフト側で抽出した
新規会員のみに、次回来店時には

８登録日

ブザ＆メッセージ表示
カードへ印字

新規会員のみに、次回来店時には
有効期限付でポイントを自動付加させる等。。。

照合フラグ Ａ～Ｊのユーザ定義を
併せてご使用になるとより効果的です。
会員毎に任意の画面メッセージと会員毎に任意の画面メッセージと、
カードへの任意メッセージの印字も可能です。

１８P



機能と特徴 便利な機能（４）

端末での不正会員登録 照合機能端末での不正会員登録、照合機能

『不正会員』や『カード複数所持会員』のカードに対して使用します。

エラー０９カード
回収してください

確認＝実行キー
ＰＣ側で不正会員、カード複数所持会員用の会員リストを作成し、
弊社通信ツールを介して、本リストを端末へ送信することにより、
使用可能な機能ですが、端末側でも直接リスト登録することが可能です。

該当会員の会員番号を端末で入力し リスト登録しておくことにより該当会員の会員番号を端末で入力し、リスト登録しておくことにより、
該当会員のカードが挿入された際、画面表示とブザー音が鳴ります。
その後、画面に従い、実行キーを押せば、カードが無効処理されます。
端末から入力するリストはＭＡＸ４０件までの登録が可能です。
（取消キーを押せば、カードは無効処理されずに排出されます）

※会員リストは、照合処理後も残ります（自動的に削除はされません）。
※画面表示とカードに上書き印字される０９とは、
不正会員や複数所持会員カードに
対する共通コードとお考え下さい。対する共通 ドとお考え下さい。
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設定データ送信機能

機能と特徴 便利な機能（５）

モデム送信または、ＬＡＮ接続時には店ごと、機械ごとに
本部からカードへの印字メッセージや名前リスト、会員照合リスト、一部設定データ（倍率等）を送信することが可能です。

設定デ タ送信機能

行事、販促にあわせたﾒｯｾｰｼﾞを
店舗ごとに配信することが可能です。

店長からのお知らせ 8月1日開店記念

Ａ店 Ｂ店

＝店長からのお知らせ＝
季節商品 夏彩り

6月1日から好評発売中です

8月1日開店記念
感謝セール開催

ぜひご来店ください！！
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機能と特徴 便利な機能（６）

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ接続機能ﾊ ｺ ﾄ ﾘ ﾀ 接続機能

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで読み取ったデータを会員番号として利用できます。

既存システムですでに運用中の会員番号バーコードを読み取っ
ド ポ ド 会員番 採番

既存ｶｰﾄﾞのﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読みとって

てリライトカード（ポイントカード）の会員番号として採番し、
同じバーコードをカード上にも印字します。

この仕組みを使用すれば、既存システムの会員カードと、ポイント
カードの共有化や、プラスチックカードなどによるＰＯＳ連動のシス
テムをカスタマイズすることなく置換えが可能です換

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで読み取ったデータを商品コードとして利用できます。

あ め商 ド 応 たバ ド表などを準備する

ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞに採番、印字

あらかじめ商品コードに応じたバーコード表などを準備することにより
商品コードの入力をバーコードリーダーで行なうことができます。

野菜 肉 魚
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機能と特徴 便利な機能（７）

日本語入力機能日本語入力機能

『お名前』、『メッセージ』、『店名』の日本語入力を端末キーボードから入力できます。

入力手順は、携帯電話等と同様に数字キーに50音が割り付けられています。また8個のフ
ァンクションキ に漢字 カナ 英数 大文字/小文字切替等の機能を割り付ける事によりァンクションキーに漢字、カナ、英数、大文字/小文字切替等の機能を割り付ける事により
解り易い操作となっています。
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機能と特徴 便利な機能（８）

次回予約日・時刻の印字機能次回予約日・時刻の印字機能

次回ご予約日と時刻を印字する事ができます。
エステ、○○教室 等の業種で、従来のポイント機能と併せてご提案下さい。
車販売店等では、次回車検日としても…
次回予約日・時刻を印字させる操作は、ポイント付加操作とは別の操作となります。

例えば、印字レイアウト変更をして、ポイント情報を無くせば、診察カードとしてのご提案も可能です。

※ＴＣＳ－２０９Ｘ 厚手専用端末でも、
同機能がご利用いただけます。

２３P



機能と特徴 便利な機能（９）

プリペイドとポイント の リライト兼用機能プリペイドとポイント の リライト兼用機能

リライトカード１枚に、『プリペイド』 と 『ポイント』 機能を集約致しました。

①プリペイドから使用した金額に対して、ポイントを付加します。

②プリペイドで使用した金額に対して、ポイントを付加しないことも可能です。

③プリペイドからの金額は使用しないで、現金に対してポイント付加することもできます。

←プリペイド専用の設定に専用 設定
することも可能です

ご参考： →
サ カ ドのサーマルカードの
プリペイドも別機能
でございます。
※リライトのポイン
トカードを別カー
ドとして併用する
ことが可能です。
（２枚運用です）
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機能と特徴 便利な機能（１０）

プリペイドとポイント の リライト兼用機能特徴プリペイドとポイント の リライト兼用機能特徴

特徴的な機能

A．予め５つの券種設定が可能です。任意（フリー）額での金額発行も
可能です（ＭＡＸ９９９，９９９円まで）。

B．プレミアム金額の設定・付加ができます →
１０，０００円のプリペイドカード購入で、
５００円のプレミア金額付（１０ ５００円のプリペイドカード）５００円のプレミア金額付（１０，５００円のプリペイドカ ド）。

C．使用途中や、残額がゼロになっても、チャージ（加金）が可能です。

D．貯まったポイントをプリペイドの金額に振り替えすることが可能です。
（１ポイント １円で振り替えます）（１ポイント＝１円で振り替えます）

E．プリペイドの情報も集計カードに印字させることが可能です。

F．従来どおり、ＬＡＮ or モデム or ＣＦリーダで、各会員のプリペイド、ポイン
ト関連の取引データの収集も可能です。

２５P



システム例（１）

少構成１． 少構成 （取引ﾃﾞｰﾀ管理なし）

ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ TCS-209X

２．ＲＳ２３２Ｃ接続
通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄ（別売）

ご希望により、顧客管理ソフト（別売）

・TCS-209Xとﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞのみで運用します。

RS232Cｹｰﾌﾞﾙ

TCS-209Xﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ
ﾊﾟｿｺﾝ

・TCS-209Xのﾒﾓﾘｶｰﾄﾞに保存された取引ﾃﾞｰﾀをRS232C経由でﾊﾟｿｺﾝに取り込みます。TCS 209Xのﾒﾓﾘｶ ﾄ に保存された取引ﾃ ﾀをRS232C経由でﾊ ｿｺﾝに取り込みます。

・通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄによりｵﾘｼﾞﾅﾙﾒｯｾｰｼﾞの作成が可能です。RCS32C経由でTCS-209Xに送り込みます。

・顧客管理ソフトをｲﾝｽﾄｰﾙすれば、顧客管理、分析まで行うことができます。
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３ ＣＦ R/W を利用

システム例（２）

ＣＦ ンバ タソフト（別売）３．ＣＦ R/W を利用 ＣＦコンバータソフト（別売）
ご希望により、顧客管理ソフト（別売）

TCS-209Xﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ
ﾊﾟｿｺﾝ

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ ＣＦ R/W ﾊﾟｿｺﾝ

・ パソコンとTCS-209Xが離れた場所にある場合有効です。

・ 取引ﾃﾞｰﾀをコンパクトフラッシュリーダーからとりこみます。

４ モデム接続 デム通信 ﾟ ｸﾞ ﾑ（別売）４．モデム接続 モデム通信ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（別売）
ご希望により、顧客管理ソフト（別売）

ﾓﾃﾞﾑ

公衆回線

ﾊﾟｿｺﾝTCS-209Xﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ ﾓﾃﾞﾑ
ﾓﾃ ﾑ ﾊ ｿｺﾝ

・取引データを公衆回線経由でとりこみます。

・ 遠距離の店舗の複数台のTCS-209Xデータを１ヶ所に集める場合有効です。
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システム例（３）

５．常時ＰＣ接続

RS232Cｹｰﾌﾞﾙ

通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄ（別売）

ご希望により、顧客管理ソフト（別売）

TCS 209Xﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ TCS-209Xﾘﾗｲﾄｶ ﾄ
ﾊﾟｿｺﾝ

・TCS-209Xにお客様のﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞを挿入し、該当する購買履歴や、情報をﾊﾟｿｺﾝに表示します。

６．ＬＡＮ接続

ＬＡＮｹ ﾌﾞﾙ

ご希望により、顧客管理ソフト（別売）

ＬＡＮ用通信ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｿﾌﾄ（別売）

ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ TCS 209X

ﾊﾟｿｺﾝ

ＬＡＮｹｰﾌ ﾙ

TCS-209X

・取引データをｲｰｻﾈｯﾄ経由で取り込みます。

・ﾊﾟｿｺﾝ1台に対して、複数台のTCS-209Xを接続できます。
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システム例（４）

接続７．ＰＯＳ接続 POS側のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発が必要です。

開発用ﾂｰﾙ（制御ﾗｲﾌﾞﾗﾘ）をご用意しています。

ﾘﾗｲﾄｶｰﾄﾞ
TCS-209X

ﾊﾟｿｺﾝ
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オプション

コンパクトフラッシュ（１６Ｍ）・・・トランザクションデータ保存用です。

弊社で動作確認済みのものです。

制御ライブラリ・・・開発負荷を 小限にとどめるための開発キットです。

クリーニングキット・・・性能を十分に発揮させるためのお手入れに

ご使用ください。

キットの中には綿棒１０本、クリーニングカード２０枚、

クリーニング液です。
モデム・・・公衆回線を使用してデータを収集するときに必要です

（DFML-560ER・・・IOデータ）

綿棒 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ液

ＲＳ－２３２Ｃケーブル・・・パソコンと接続するときに必要です

（インターリンクケーブル）

綿棒 ｸﾘ ﾆﾝｸ ｶ ﾄ ｸﾘ ﾆﾝｸ 液

クリーニングペン・・・アルコールをしみこませたペンです。

お手軽にお手入れができるようになります。

ＵＳＢ変換ケーブル・・・ＵＳＢ⇒ＲＳ－２３２Ｃ変換コネクタです

ＲＳ ２３２Ｃポ トがないパソコンのとき使用します

２Ｐ－３Ｐ変換コネクタ・・・電源の差込口を３Ｐから２Ｐに変換するときに必

要です。（標準添付品です）

ＲＳ－２３２Ｃポートがないパソコンのとき使用します

（ＵＳＢ－ＲＳＡＱ２・・・ＩＯデータ）
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通信ｵﾌﾟｼｮﾝ 制御ライブラリ（ＰＯＳ接続用）

（関数一覧）

・ ＰＯＳ接続用 ・ ・ ・ TCS-209XをＰＯＳと接続して使用するためのものです

通信ポートオープン OpenPort RS-232C通信ポートをオープンする。
通信ポートクローズ ClosePort RS-232C通信ポートをクローズする。
ステータス要求 RmGetStatus 端末のステータスデータを要求する。
バージョンデータ要求 RmGetVersion 端末のバージョンデータを要求する。
モード要求 RmGetMode 端末の設定モードを要求する。
設定データ送信 RmSendSetData 日付・時計・倍率・店名データを送信する。

POSのプログラムを
カスタマイズする必要

設定デ タ送信 RmSendSetData 日付 時計 倍率 店名デ タを送信する。
カード受付可能送信 RmSendRecCard カード受付可能/禁止を制御する。
カードデータ要求 RmGetCardData カードデータを要求する。
運用倍率データ要求 RmGetRateData 当該パスでの運用倍率データを要求する。
倍率データ送信 RmSendRateData 当該パスでの任意の倍率データを送信する。
サービスメッセージ送信 RmSendMessageData サービスメッセージ設定データを送信する。
商品ポイントモード送信 RmSendCommPoint 商品ポイント付加処理コマンドを送信する。
新規ポイントデータ送信 RmSendNewPoint 新規ポイント付加処理コマンドを送信する。

があります

新規ポイントデ タ送信 RmSendNewPoint 新規ポイント付加処理コマンドを送信する。
任意ポイントデータ送信 RmSendFreePoint 任意ポイント付加処理コマンドを送信する。
特別ポイントモード送信 RmSendSpPoint 特別ポイント付加処理コマンドを送信する。
販売データ送信 RmSendSale 売上データ、交換ポイントデータ・確定処理コマンドを送信する。
返品データ送信 RmSendReturn 返品データを送信する。
取消コード送信 RmSendCancel モード等の取り消しを行う。
販売データ送信（データのみ） RmSendSell 売上データを送信する。
交換データ送信 RmSendExchnge 交換ポイントデータを送信する。交換デ タ送信 RmSendExchnge 交換ポイントデ タを送信する。
確定処理コマンド送信 RmSendProcRun 確定処理コマンドを送信する。
訂正データ要求 RmGetCorrect 訂正データを要求する。
演算データ要求 RmGetCalc 演算データを要求する。
テストカードモード送信 RmSendTestMode テストカードモードにする。
クリーニングモード送信 RmSendCleaning クリーニングモードにする。
名前データ要求 RmGetName 名前データを要求する。
名前データ送信 RmSendName 名前データを送信する。

Microsoft Visual C++6.0 SP5を使用して開発しています。

名前デ タ送信 RmSendName 名前デ タを送信する。
取引データ要求 RmGetTrade メモリカードデータを要求し、メモリカードをクリアする。
取引データ要求２ RmGetICM メモリカードデータを要求する。(メモリクリアなし)
メモリカードクリア RmSendICMClear メモリカードをクリアする。
モデム起動モード送信 RmSendModem モデム起動コマンドを送信する。
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通信ｵﾌﾟｼｮﾝ 制御ライブラリ（ＰＣ接続用）

・ リモートPC接続用 ・ ・ ・ TCS-209Xをパソコンと接続して使用するためのものです

（関数 覧）（関数一覧）

通信ポートオープン OpenPort RS-232C通信ポートをオープンする。
通信ポートクローズ ClosePort RS-232C通信ポートをクローズする。
ステータス要求 RmGetStatus 端末のステータスデータを要求する。ステ タス要求 RmGetStatus 端末のステ タスデ タを要求する。
バージョンデータ要求 RmGetVersion 端末のバージョンデータを要求する。
設定データ送信 RmSendSetData 日付・時計・倍率・店名データ・サービスメッセージ設定データを送信する。
カードデータ要求 RmGetCardData カードデータを要求する。
名前データ要求 RmGetName 名前データを要求する。
運用倍率データ要求 RmGetRateData 当該パスでの運用倍率データを要求する。
倍率デ タ送信 R S dR D 当該パスのみ有効な任意の倍率デ タを送信する倍率データ送信 RmSendRateData 当該パスのみ有効な任意の倍率データを送信する。
サービスメッセージ送信 RmSendMessageData サービスメッセージ設定データを送信する。
名前データ送信 RmSendName 名前データを送信する。
取引データ要求 RmGetTrade メモリカードデータを要求し、メモリカードをクリアする。
取引データ要求２ RmGetICM メモリカードデータを要求する。(メモリクリアなし)
メモリカードクリア RmSendICMClear メモリカードをクリアする。

Microsoft Visual C++6.0 SP5を使用して開発しています。Microsoft Visual C 6.0 SP5を使用して開発しています。

３２P


