クラウド型電子マネー対応
ＩＮＦＯXカード決済ターミナル

活躍の舞台を広げる
サポーター︒

大画面

4.3型カラー液晶

さまざまな決済に対応
クレジット、デビット、銀聯のほか、
さまざまな電子マネーに対応可能。

フルタッチ
パネル

省スペース
な設置面積

ピンパッド本体 原寸大イメージ

ターミナル本体 原寸大イメージ

▲この「原寸大イメージ」を実際に置いてみてください。

多機能マルチ決済をコンパクトサイズに凝縮。
しかも大型タッチパネルで見やすい！使いやすい！
複数の電子マネーに対応

安心のセキュリティ

POS連動で２度打ち不要

決済処理をクラウドセンターで行うため、1台

P O Sレジとの 連 動で２度 打 ちによる入 力

内部解析や不正改造を防止。ピンパッドはお

のリーダライタで、複数の電子マネーに対応。

ミスを防ぎ、より正

客様が安心して暗証番号を入力できる大型

新しい電子マネー追加も容易です。

確でスピーディな決

覗き見防止カバー付き
（PCI-PTS認定取得）
。

済を可能にします。

ぎんれん

ICクレジット、デビット、銀聯対応

LAN回線からの接続対応

※POSのメーカー及び機種により接続できない場合があります。ご希望の場合は
お申し込み前にメーカー及びPOS販売代理店にお問い合わせください。

LAN回線は、
インターネット、専用線から選択

ICクレジットカード、J-Debit対応はもちろ
ぎんれん

ん、中国人観光客が利用する銀聯カードにも
対応しています。

できます。

印字もロール紙交換もスピーディ
高速サーマルプリンタ

インターネット・専用線

搭載。ロール紙交換も
クレジット
デビット 銀聯 取引

前 面 から の 投 げ 込 み
方式で簡単です。

INFOX-NETセンター
株式会社トNTTデータ

CT-4100 仕様

電源ケーブル長

非接触リーダライタ仕様
82
（Ｗ）
×152
（Ｄ）
×43
（Ｈ）
ｍｍ ケーブル長約2.0m
約235ｇ
2W
（待機時）
、5W
（最大）
2.4インチカラー液晶 全角16桁×2行
AC100V±10%
（50/60Hz）※専用ACアダプタで電源供給します。

寸法
質量
消費電力
ディスプレイ
電源

■寸法図
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ｍｍ ケーブル長：
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表示ドット：
１２８×６４ドット 半角１６桁×４行
１６キー 点字３カ所

リーダライタ

INFOXに関するお問い合わせは

ピンパッド
43ｍｍ
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※iDは株式会社エヌ・ティ
・ティ
・
ドコモの登録商標です。
※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
※Kitacaは北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※TOICAは東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
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※manacaは株式会社名古屋交通開発機構及び
株式会社エムアイシーの登録商標です。
※ICOCAは西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※SUGOCAは九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※nimocaは西日本鉄道株式会社の登録商標です。
※楽天Edyは、楽天Edy株式会社の商標または登録商標です。

交通系ICカード全国相互利用のシンボルマークとして制定。
「IC」に交通移動体
（鉄道・バスなど）
の印象を付加したシンボルマークは、
「日本中、
どこまでも行ける。
どこででも使える。」の意味を表現。
※PiTaPaは、電子マネー相互利用サービス対象外です。

環境配慮仕様

廃棄後の環境負荷を減らすために、
鉛フリーはんだ及びクロムフリー鋼板を採用しています。

※東芝テックは製品のライフサイクル
（部品、部材調達→製造プロセス→流通→
お客様のご使用→使用済製品のリサイクル）
について開発・設計段階より環境
設計アセスメントを実施しています。
また、東芝テック独自の環境調和型製品の
基準を定め、
この基準を満たした製品には左記マークを表示しています。
詳しくは東芝テックのホームページをご覧ください。

導入・保守サポートサービス
全国約130ヶ所のサービスネットワークに、
総勢約
1,500名のエンジニアを配置し、
3 6 5日、2 4 時 間
体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

本体

１１９ｍｍ

ＰＡＤＣＴ-４１００（ＩＣカードリーダライタ付きピンパッド）仕様 （オプション）
寸法
質量
液晶表示部
キーボード部

クラウドセンター
株式会社トランザクション・
メディア・ネットワークス

※INFOX®・INFOX-NETは日本国内における
（株）
NTTデータの登録商標です。
※INFOX-NETは
（株）
NTTデータが提供します。
TM、
※Powered by JBlend JBlendは株式会社アプリックスの商標です。
※その他に記載されている会社名、
商品名は各社の登録商標または商標です。

INFOXカスタマーセンター

TEL.03-5791-4275

安全にお使いいただくために
1 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。

2 安全にお使いいただくために､保守サービスについては、販売元までお問い合わせください。

取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、
アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。
3 使用される電源は、

■純正サプライ用品使用のお願い
当社の純正サプライ用品は､各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し､当社規定をクリアしていますので､安心してお使いいただけます｡ご注文は、INFOXサプライセンターにお申し付けください｡
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。
※記載されている会社名､商品名は各社の登録商標または商標です｡ ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
北海道支店 TEL.011-733-1700

東北支社 TEL.022-772-7591
北東北支店 TEL.019-635-2442
南東北支店 TEL.024-922-9883

北関東支社 TEL.048-856-8901
新潟支店
群馬支店
栃木支店
信州支店
東京支社
東関東支店

TEL.025-284-9888
TEL.027-363-1171
TEL.028-636-2111
TEL.026-243-3333
TEL.03-6830-9250
TEL.043-255-0301

東京西支店
神奈川支店
静岡支社
沼津支店
中部支社
北陸支店
三重支店
関西支社
京都支店

TEL.042-523-5381
TEL.045-339-5370
TEL.054-281-7311
TEL.055-921-9944
TEL.052-889-5201
TEL.076-223-1666
TEL.059-227-6678
TEL.06-4807-6500
TEL.075-692-1500
北大阪支店 TEL.072-861-2525
南大阪支店 TEL.072-252-7713

神戸支店 TEL.078-252-8171
中国支社 TEL.082-544-0821
岡山支店 TEL.086-231-4391
四国支店 TEL.087-869-1033
九州支社 TEL.092-482-6611
北九州支店 TEL.093-562-8500
中九州支店 TEL.096-370-8321
南九州支店 TEL.099-255-5911
特需営業統括部 TEL.03-6830-9280
その他事務所 ／ 全国主要都市

非接触リーダライタ 原寸大イメージ

１１０
（Ｗ）
×１５５
（Ｄ）
×１１９
（Ｈ）
ｍｍ
約800g
（ＡＣアダプタ、
ロール紙除く）
7Ｗ以下
（待機時）
、34Ｗ以下
（動作時）
JISⅠ第1、第2トラック
（Ｉ
ＳＯ１、
２）
及びJISⅡ
４．
３型ワイドスクリーン・カラーTFT液晶
サーマルタイプ、印字速度：130ｍｍ／秒
（最大）
抵抗膜式タッチパネル
ＬＡＮ回線
（１０／１００Ｂase-ＴＸ）
ピンパッド用×１、
ＰＯＳ接続用×１、
外部機器接続用×１、
ＬＡＮ回線接続用×１
電源ケーブル：全長3．
８ｍ
（ＡＣアダプタ出力ケーブル１．
8ｍ含む）

寸法
質量
消費電力
カードリーダ部
（手動式）
液晶表示部・バックライト付
プリンタ
キーボード部
適合通信回線
外部インターフェース

電子マネー
取引

ぎんれん

