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JET-Sなどのクレジットカード処理端末機をご利用の場合
カードのチェックから売上票の作成まで自動で行われます。手書き売上票・売上集計表の
ご提出は不要です。次の手順に従ってカードをお取り扱いください。

お取り扱いの手順

売上票が自動作成された後の処理

売り上げを取り消す場合

会員署名入り売上票（カード会社提出用）について

※カード会社ごとに仕分けする必要はありません。
※端末機に必要な帳票についてのお問い合わせは、
各端末機設置会社へご連絡ください。

※端末機をご利用の場合、売上票は作成不要です。

❶署名欄にお客様のサインをお求めください。
　また、売上票のサインとカード裏面のサインを照合してください。

端末機にて取り消し、返品の処理を行ってください。

別途送付されている「売上票保管センター」あての専用封筒にて、月に2回、
下の日にちを目安に売上票保管センターにご送付ください。JCBに提出する必要はありません。

※ICピンパッドでのお取り引きの場合、お客様にて暗証番号の入力が完了している場合は、サイン不要です。
※カード裏面にサインがない場合には、サインをお願いしてください。
　サインをされない場合には、サインの照合ができませんので、カードが利用できないむねをご説明ください。

※端末設置使用規約に則り、販売日ごとに日計処理をしてください。

●端末機の故障などにより、手書きの売上票を作成する際には、金額にかかわらず必ずJCBオーソリセンター
（裏表紙）へお電話のうえ、承認番号を取得してください。

ご注意

お客様がご不在の場合は金額訂正はできません。カードアシストデスク（裏表紙）へご連絡ください。

ご注意

❷売上票のお客様控を、お客様にお渡しください。
❸売上票の加盟店様控は、加盟店様にて保管してください。

1～15日までの売上票 20日まで

16日～末日までの売上票 翌月5日まで

※イメージ
※「実行キー」を押す前に金額の誤りに気づいた場合には、「訂正」を押してから、金額を再入力してください。
※「実行キー」を押した後に金額の訂正を行う場合は、専用の取扱説明書をお読みください。

❶電源が入っていることをご確認のうえ、「クレジット」を選択してください。
❷対象業務を選択し、カードをICピンパッドに挿入するか
ICピンパッドがない場合はカードリーダーに通してください。
❸金額を入力してください。
❹お支払い方法を選択してください。
❺ICピンパッドでのお取り引きの場合は、お客様へ
暗証番号の入力をお求めください。
❻「実行キー」を押してください。

Stepp

2-1
クレジットカード処理端末機
での売上処理
クレジットカード処理端末機
での売上処理
クレジットカード処理端末機
での売上処理
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売上票の書き方について

クレジットカード処理端末機の利用開始前まで、または故障した場合などクレジットカード処理
端末機を使用せず、カードのお取り扱いをする場合は、手書きで「売上票」「売上集計表」を作成し、
JCBへ送付してください。なお、カード券面にエンボス（凹凸）がない場合は手書きの売上票・
売上集計表のお取り扱いができません。
※クレジットカード処理端末機をお持ちの場合はP8をご覧ください。
※売上集計表作成、送付方法はP12～13をご覧ください。
※銀聯カード、JCB PREMOの場合は、手書きの売上票・売上集計表のお取り扱いができません。クレジットカード処理端末機が
必要になります。

※JCBとの契約でアメリカン・エキスプレスのカード、ダイナースクラブカード、ディスカバーカードを取り扱う場合は、JCB所定の
売上票が利用できます。

※有効期限の下にコード番号あるいは英字が表示されているカードもありますが、手書きで売上票を作成される場合、この
コード番号・英字の記入は不要です。

JCB所定の売上票をご利用ください。（3枚複写となっています。）

❶カード番号・カードの有効期限・会員氏名をインプリンターにて印字してください。

※加盟店番号・貴店名があらかじめ印字されている場合は、必ず内容をご確認ください。
❷ JCB加盟店番号（14ケタ）・貴店名・売上日付を所定の欄にご記入ください。

❹商品名・型式・数量・売場名・担当者名をご記入ください。

※契約がないお支払いの種類は取り扱いできません。
※一部、ご飲食業およびサービス業では取り扱いできないお支払いの種類があります。
※お客様が利用できるお支払いの種類は、カードによって異なります。
※カードの種類によって利用できないお支払い方法があります。

※1　故障や通信障害等により端末機が使用できない場合に限り、手書きの売上票・売上集計表のお取り扱いができます。
※2　アメリカン・エキスプレスのカードでは「ショッピング分割払い」の「ボーナス併用分割方式」を利用できません。

❸お支払いの種類についてお客様にご確認のうえ、所定の欄に○（マル）を付けてください。

ショッピング
1回払い

●

●

●

●

●

●

●

×

×

×

×

×

●

×

×

×

●

×

●

×

×

●

×

×

●

×

×

●

●

×

ショッピング
2回払い

ショッピング
分割払い

ショッピング
リボ払い

ボーナス
1回払い

JCBカード

アメリカン・エキスプレスのカード

ダイナースクラブカード

ディスカバーカード

※2

※1

※1

※黒ボールペンでご記入ください。

※クレジットカード処理端末機をご利用の場合は、「手書き売上票」の作成は不要です。

JCBクレジットカード

JCBデビットカード

JCBプリペイドカード

お取り扱い可能な
お支払い方法

❺金額をご記入ください。

Stepp

2-2
※クレジットカード処理端末機をご利用の場合は「手書き売上

手書き売上票の作成手書き売上票の作成手書き売上票の作成
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売上額50,000円、消費税その他4,000円で、お客様がショッピングリボ払いをご利用の場合。（売上票は3枚複
写になっています。）※消費税8％で集計の場合。

〈売上票ご記入例〉P9～10の①～⑦と照らしあわせてご確認ください。

■1枚目（青色）お客様控

■2枚目（緑色）加盟店様控

■3枚目（赤色）JCB送付用

※金額欄はⅠまたはⅡのいずれかの
　方法でご記入ください。

Ⅰ
Ⅱ

※すべてのお取引きに承認番号が必要となります。
※承認番号の取得の際には、②で記入の加盟店番号をお伝えください。

❻ JCBより必ず承認番号を取得してください。裏表紙の「JCBオーソリセンター 承認番号ご案内
　 ダイヤル」までご連絡ください。承認番号を案内しますので、売上票の所定の欄に必ずご記
　 入ください。

❽売上票（1枚目）の「お客様控」を、お客様にお渡しください。

※カード裏面にサインがない場合には、お客様にカード裏面へサインをお願いしてください。サインを
されない場合には、サインの照合ができませんので、カードが利用できないむねをお客様にご説明
ください。

❼売上票3枚目の署名欄にお客様のサインをお求めください。
また、売上票のサインとカード裏面のサインを照合してください。

●売上票にご記入の際は、黒の消えないボールペンで強くお書きください。
●金額訂正は無効となりますので、書き損じた売上票は破棄し、再度売上票を作成のうえ、お客様にサインをお求めください。

ご注意

❼
1234-567-89-01234

○○商店

17  04  01

3540 1234 5678 9012

KAZUO YAMAMOTO

12/’20  J

17  04  01

1234-567-89-01234

○○商店

❶

❷

❹

❸

❺

❻
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売上を取り消す場合

取り消しの場合も、通常の売上と同様に売上票を作成してください。
❶金額の前に－（マイナス）を付け、取消伝票欄に○（マル）
    を付けてください。
❷該当するお支払いの欄に○（マル）を付けてください。
❸売上票の項目をすべてご記入ください。

※売上集計表の記入方法について詳しくは、次ページをご覧ください。

手書き売上票の作成・売上代金ご請求時の注意点

2. 売上票（取り消し分）の作成

1. 承認番号の取り消し

取り消し分の売上票も、お支払いの種類別に集計してください。

1. 記入ミスが起きた場合。

❶売上集計表の金額の前に－（マイナス）を付け、取り消し欄に○（マル）を付けてください。
❷該当するお支払いの欄に○（マル）を付けてください。
❸売上集計表の項目をすべてご記入ください。
❹取り消し分の売上集計表（橙色のJCB送付用）に、取り消し分の売上票（赤色のJCB送付用）
を添付してJCBへご送付ください。

3. 取り消し分売上票と売上集計表の集計・記入・送付

金額訂正をはじめ記入ミスなどが起きた場合は、再度新しい売上票・売上集計表に必要事項を
記入しなおしてください。
その際、売上票には必ずお客様のサインをいただいてください。なお、記入ミスをした売上票は
必ず破棄してください。

2. 売上票はお早めにJCBあてにご送付ください。
売上票は、必ず売上集計表を添えて信用販売を行った日から原則として1週間以内にご送付くだ
さい。なお、売上日付から2ヵ月以上を経過した売上票については、その売上金額のご請求をお
受けできない場合もあります。

3. 売上票は赤色の「JCB送付用」をご送付ください。
3枚複写になっている売上票のうち、必ず赤色の「JCB送付用」をご送付ください。「JCB送付用」
でない残りの2枚を送付された場合、貴店へのお支払いはできません。

※承認番号の取り消し処理も行ってください。
※取引金額の一部の取消・返品はできません。
※クレジットカード処理端末機をご利用の場合は、「手書き売上票」の作成は不要です。

◆すでにJCBへ送付した売上を取り消す際は、次の2、3の手順もご対応くだ
さい。

売上計上にかかわらず取引を取り消す際は、取得した承認番号の取り消し処理が必要
となります。
●クレジットカード処理端末機以外をご利用の場合や、JCBオーソリセンター（裏表紙）へ電話し
承認番号を取得した場合は、JCBオーソリセンターへ取り消しのむねをご連絡ください。
※クレジットカード処理端末機で取得した承認番号は、同端末機にて取り消し処理を行ってください。

3540 1234 5678 9012

KAZUO YAMAMOTO

12/’20　J

17  04  01

1234-567-89-01234

○○商店

❸ ❶

❷
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クレジットカードのお取り扱いの場合

■1枚目（橙色）JCB送付用

■2枚目（緑色）
加盟店様控

※加盟店様控（緑色）は、貴店へのお振り込みがあるまで保管してください。

※クレジットカード処理端末機をご利用の場合は、「売上集計表」の作成は不要です。

【集計方法】
❶貴店で取り扱った売上票のJCB送付用（赤色）を加盟店様控（緑色）と切り離してください。

※あらかじめ印字されている場合は必ず内容をご確認ください。

【売上集計表の記入方法】
❶ JCB加盟店番号（14ケタ）・貴店名（社名）・所在地・電話番号・担当者名をご記入ください。

※JCBカード／アメリカン・エキスプレスのカード／ダイナースクラブカード／ディスカバーカードお取り扱い分をまとめてご集計ください。
❷売上票のJCB送付用（赤色）を、お支払いの種類ごとに分類してください。

※売上集計表は、必ずお支払いの種類ごとに作成してください。
※JCBとのご契約でアメリカン・エキスプレスのカード、ダイナースクラブカード、ディスカバーカードを取り扱う場合は、JCB所定
の売上集計表を利用できます。
※1枚の集計表に、売上と取り消しの売上票を混在しないよう作成してください。
※1枚の集計表で集計する売上票は最高100枚までとなります。100枚を超える場合は、別集計をしてください。

❸分類した売上票を、JCB所定の売上集計表にて集計してください。

❷該当するお支払いの欄に○（マル）を付けてください。
❸お支払い種類別に集計した売上票の枚数・集計表記入日・売上額合計をご記入ください。
〈売上集計表ご記入例〉

売上票・売上集計表の送付方法

売上額250,000円、消費税20,000円で、お客様がショッピング1回払いをご利用の場合。（売上集計表は、
2枚複写になっています。）※消費税8％で集計の場合。

●銀聯カードおよび、エンボスレスカード（券面に凹凸がないカード）は手書きの売上票・売上集計表の取り扱いができま
せん。JCB指定のクレジットカード処理端末機が必要になります。

●他社カード会社の売上票は送付しないようご注意ください。
●端末伝票（オンライン用伝票）はJCBへ送付しないようご注意ください。

ご注意

❶売上集計表の1枚目（橙色のJCB送付用）に
売上票の3枚目（赤色のJCB送付用）をお支
払い種類別に添付のうえ、まとめて信用販売
を行った日から原則として1週間以内にJCB
へご送付ください。

❷売上集計表および売上票の2枚目
（緑色の加盟店様控）は、それぞれ貴
店の控えとして保管してください。

＋

※金額欄はAまたはBのいずれかの
　方法でご記入ください。

クレジットカード集計分

※簡易書留、配達
証明をおすす
めします。

売上集計表売上集計表売上集計表

－売上集計表の作成から送付について－－売上集計表の作成から送付について－売上集計表の作成から送付に売上集計表の作成から送付に
売上代金の請求売上代金の請求売上代金の請求

売上票売上票売上票

❶

❷

1234-567-89-01234

○○商店
東京都港区南青山×-××-× 青山○○ビル

03-○○○○-××××

A

❸

B
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JCBへ送付するもの貴店控

裏面に「切り取り無効」と記載されたミシン線で
切り離してください。

※券面デザインは異なる場合があります。

JCBギフトカードのお取り扱いの場合

■1枚目（橙色）JCB送付用

■2枚目（緑色）加盟店様控

【集計方法】

※あらかじめ印字されている場合は必ず内容をご確認ください。

※「売上件数」欄のご記入は不要です。

【売上集計表の記入方法】
❶ JCB加盟店番号（14ケタ）・貴店名（社名）・所在地・電話番号・担当者名をご記入ください。

❷お支払い欄の「JCB「「 ギフトカード」に○（マル）を付けてください。
❸ JCBギフトカードの券種（金額）ごとに枚数を記入し、JCBギフトカード枚数欄に合計枚数を
ご記入ください。

❹所定の欄に、集計表記入日・売上額合計をご記入ください。

〈売上集計表ご記入例〉

JCBギフトカードの送付方法

5,000円券4枚、1,000円券5枚で、売上額25,000円、2016年4月1日に集計の場合。
（売上集計表は、2枚複写になっています。）

❶売上集計表の1枚目（橙色のJCB送付用）に
JCBギフトカードの本券（大きな紙片）をお
支払い種類別に添付のうえ、まとめて毎月
15日と末日（休日の場合は前営業日）まで
に到着するようJCBへご送付ください。

❷売上集計表の2枚目（緑色の加盟店様
控）およびJCBギフトカードの半券
（小さな紙片）は、お振り込みがある
まで貴店の控えとして保管してくだ
さい。

＋

❶お取り扱い後のJCBギフトカードは、裏面に「切り取り無効」と記載されたミシン線で切り離してください。
❷半券（小さな紙片）は貴店の控えとしてお振り込
みがあるまで保管し、本券（大きな紙片）は、
JCB所定の売上集計表にて集計してください。

❸券裏面に記載されている番号部分とその周辺は
判読ができなくなるため書き込みはしないようご
注意ください。（穴あけ、ホチキス留めなどもお避
けください。）

切り取ってこちらをお送りください。

JCBギフトカード集計分

●他社カード会社のギフトカードは送付しないようご注意ください。
ご注意

※簡易書留、配達
証明をおすすめ
します。

ギフトカード本券ト ド本ギフトカード本券

❶❶

❷❷

❸❸

❹❹

1234-567-89-01234

○○商店
東京都港区南青山×-××-× 青山○○ビル

03-○○○○-××××

計計売売 表上上上上上上上上上上集上 計計売上集計表


