
SS後方処理に特化した50年の経験と全国約5,000ssの処理実績で
お客様のニーズにお応えします。

お客様の課題
□業務アウトソーシングにより請求・売掛コストを軽減したい
□顧客情報のセキュリティ、個人情報流出に関する対応に不安がある
□先進の機能とサービスを利用したい
□専用パソコンの導入コストを掛けたくない

アイネットは高度なセキュリティを施した自社データセンターを保有し、
システムの企画・開発、運用・保守、プリント・封入封緘・発送代行、
業務アウトソーシングに至る一貫したサービスを担当営業制によりご提供しています。

■ コンセプト

お客様に必要な機能や帳票に応じた月次料金
素早く安価なＰＣ出力や安心のセンター出力など
いずれも定額メニュー
※一部オプション帳票は除きます

シンプルな価格

一般的なインターネット接続パソコンを利用した
システムだから導入がカンタン！
データや帳票はパソコンで取得
リアル更新や豊富なダウンロードメニュー
帳票のデジタル保存も可能です

Webでカンタン

基本パックの他、豊富な帳票群をご用意
必要な機能だけをお選びください選べるシステム

電子帳票・データ分析ツール
口座振替・債権保障・顧客管理
会計連携・給与連携・売掛金自動消込
速報システム、外部システム連携etc

充実のオプション

情報は全て弊社データセンターで一括管理
パソコンには一切情報を持たないので、
顧客情報のセキュリティ、個人情報流出の不安
もありません

万全のセキュリティ

Ver.1.00

SS後方処理システム
“Web-TOLS”のご紹介
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■ 勘定系画面一覧

■ 画面サンプル
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帳票閲覧イメージ

伝票・マスタ等のベーシックな機能から、
即締請求やダウンロードまで幅広い処理メニュー

画面サンプルの一部をご紹介
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勘定系システムのご紹介
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アイネットクレジット処理（i-Gateway)

オーソリゼーション（与信チェック）

・クレジットカードの売上に関して事前与信を行います。

・購入限度額を超えた場合は、再度与信を行います。

・カード種や支払条件のチェック（エラーの場合は取扱不可）

・サーバーの２重化によるノンストップ運用。

クレジット代金精算処理

・当社が包括加盟契約をしているカード会社を対象に、加盟店手数料を

精算し、月に２回ご指定口座へクレジット代金をお振込みします。

・お振込み内容はカード会社毎に「売上金額」「手数料」「振込金額」

を記載した帳票を作成し、貴社へお届けします。

・ＰＯＳに集計された売上データを当社が毎日集信します。

・集信されたクレジット売上データの重複/日付のチェックを実施し、

チェックがOKとなったデータをカード会社へ納品。

・納品した売上データの帳票を作成し、貴社へお届けします。

クレジットデータ納品

全国８００SSを超える稼働実績の、ＳＳ向けクレジット処理



取扱いカードについて

ご利用可能クレジット会社

 JCB(Amex､ﾀﾞｲﾅｰｽ含む)

 ユーシーカード

 イオンクレジット

 三菱ＵＦＪニコス

利用可能お取引
一括・分割・リボ払い（ボーナス一括払いは不可）
※ダイナースおよびAmexの一部のカードは一括のみと
なります

可能分割回数 3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回

分割利用最低金額 10,000円以上

 トヨタファイナンス

(Master､VISA含む）

 ジャックス

 セディナ

一部国際ブランドが付いていないクレジットカード、または石油元売
系ハウスカード等はご利用頂けない場合がございます。

http://www.facebook.com/ts3card
http://www.facebook.com/ts3card
http://www.google.co.jp/url?url=http://cretatsu.com/card/aeon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ORoKVf_zBMPsmAXtzIDIAQ&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNFUsbzSAsjmEHMk4D4T_0pp8AG4JQ
http://www.google.co.jp/url?url=http://cretatsu.com/card/aeon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ORoKVf_zBMPsmAXtzIDIAQ&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNFUsbzSAsjmEHMk4D4T_0pp8AG4JQ
http://www.jaccs.co.jp/index.html
http://www.jaccs.co.jp/index.html
https://www.google.co.jp/url?url=https://www.nanaco-net.jp/service/crecha_cards.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZyMKVZqpAoXMmAWawoKoCw&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNG0c6JvUii5PhoGP6fyB7QYvN210g
https://www.google.co.jp/url?url=https://www.nanaco-net.jp/service/crecha_cards.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZyMKVZqpAoXMmAWawoKoCw&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNG0c6JvUii5PhoGP6fyB7QYvN210g
http://www.google.co.jp/url?url=http://pixshark.com/mastercard-visa-logo.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=86k0VaDPDNDi8AW1nYAI&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNH8B3aNKTotkiHaBx5bjlCuDSgr5w
http://www.google.co.jp/url?url=http://pixshark.com/mastercard-visa-logo.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=86k0VaDPDNDi8AW1nYAI&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNH8B3aNKTotkiHaBx5bjlCuDSgr5w


センター管理型ハウス電子マネー発行システム「i-Prepaid」は貴社独自のハウス電
子マネーを簡単に発行できるシステムです。ハウス電子マネーは導入企業様の売上
拡大(単価アップ・来店頻度アップや事務コストの軽減)に繋がる新たなソリューション
です。

Scene.1:購入

i-Prepaidに
3000円チャージします！

支払いはi-Prepaidで！

Scene.2:利用

残高・利用履歴確認

Scene3:照会

いくら残っているのかな？

■バリュー管理

i-Prepaid
残高管理センター

•決済
（バリュー減算）

利用実績確認
•インセンティブ設定

本部

管理
画面

•カード発行
•チャージ

（バリュー加算）

・残高管理
（残高照会）

i-Prepaid中継サーバー

ＳＳ様向けのｉ-Ｐｒｅｐａｉｄ導入メリット
●専用カードリーダー不要
従来のPET型プリカと異なり専用のカードリーダーが不要の為、i-Prepaid対応POSおよび外設機
が導入済みであれば運用が可能です。また、セルフ店の場合はレーン毎の専用リーダーが不要で
あり、初期費用及び機器月次保守費用を抑えることが可能です。

●カードの継続利用期間が増大
プラスチック磁気カードを採用しているため、半永久的に使用が可能です。

●個別残高管理業務を簡素化
基本処理機能の中で「個別残高管理」を行っています。

ｾﾙﾌPOS外接機画面



名古屋

仙台

大阪
福岡

札幌

横浜
中四国

サポート体制 全国7拠点のフォロー
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会社概要
■商号 株式会社アイネット I-NET CORP．

■設立 1971年4月22日

■本社 〒220-8401 横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号

三菱重工横浜ビル２３Ｆ

■資本金 3,203百万円

■創業者最高顧問 池田 典義

■代表取締役兼社長執行役員 坂井 満

横浜

データセンター

関東・甲信越

エリア

第1SS事業部

中部北陸エリア

中部支店近畿エリア

大阪支店

北海道エリア

札幌支店

中国・四国エリア
中四国支店

九州エリア
福岡支店

東北エリア

仙台支店

お問合せは

TEL ： 082-506-1235

株式会社アイネット 中四国支店

広島県広島市中区稲荷町5-18

三共稲荷町ビル 8階 （〒732-0827）

全国７拠点にてサポートいたします。


