
CAPS
SERIES

CAPS
P-QVIC

決決決済済シシシススステテテテテムムムムムム統統統統統統合合合合合パパパッッッッケケーージジジ

多多多多彩彩彩彩なななな決決決決済済済済のののの手手手手段段段、、、端端端末末末末、、、、接接接接続続続続をををををを
統統統統合合合合ししししまままますすすすすす
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CAPS P-QVIC 対応業務

システム環境
シリーズ名称 対応OS 推奨ハードウェア構成

メモリ／4GB以上　CPU／2GHz以上×2

クレジットオプション（磁気）

クレジットオプション（IC）

QUICPayオプション

Visa Touchオプション

iDオプション

オーソリ、売上処理

オーソリ、売上処理

オーソリ、アクセスキーの管理・配信

オーソリ、アクセスキーの管理・配信

オーソリ、アクセスキー、ネガデータの管理・配信、アドバイス電文処理

名　称 内　容

CAPS P-QVIC Windows Server Standard／Enterprise
Red Hat Enterprise Linux

加盟店システムとCARDNETセンターを確実に結び、与信・売上・取消
などの決済業務をトータルにサポートします。

CAPS for CARDNET
カード自動決済パッケージ

加盟店システムや金融機関センターとCAFISセンターを確実に結び、
CAFISサービスに合わせた機能を提供。仕向／被仕向の決済業務を
幅広くカバーできます。

CAPS for CAFIS
カード自動決済パッケージ

流通BMS手順に対応した高性能ファイル集配信を実現。用途に応じて
各種オプションを自在に組み合わせ、お客さまのご要望に最適なEDI
システム構築を強力にサポートします。

R O S - C U B I C

統合EDIサーバ構築パッケージ

加盟店システムとGPnetセンターを確実に結び、与信・売上・取消など
の決済業務をトータルにサポートします。

CAPS for GPnet
カード自動決済パッケージ

※その他の対応OSについてはお問い合わせください。
※別途データベースが必要となります。

※ROS3はセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。 ※CAFIS、CDSセンターは株式会社NTTデータの登録商標です。 ※CARDNET、JTRANSは株式会社日本カードネットワークの登録商標です。 ※QUICPayは株式会社ジェーシービーの登録商標です。 
※HULFTは株式会社セゾン情報システムズの登録商標です。 ※Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。 
※Red Hatは米国および他の国におけるRed Hat, Inc.の商標または登録商標です。 ※LinuxはLinus Torvalds氏の米国および他の国における商標または登録商標です。 ※流通BMSは一般財団法人流通システム開発センターの登録商標です。 
※その他、記載されている社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。

1304-SSO2-3BS

最新情報をいち早くお知らせ。●インターネットホームページ http://www.seiko-sol.co.jp/

〒261－8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1－8
〒135－0032 東京都江東区福住2－4－3
〒456－0002 愛知県名古屋市熱田区金山町1－7－5
〒550－0004 大阪府大阪市西区靱本町2－3－2
〒730－0037 広島県広島市中区中町7－23
〒721－0931 広島県福山市鋼管町1 JFE管理センター別館
〒802－0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2－11－15
〒812－0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1－4－4

TEL043（273）3116
TEL03（5620）6810
TEL052（681）7161
TEL06（6444）1230
TEL082（504）8090
TEL084（946）6022
TEL093（511）5396
TEL092（481）6631

このカタログは再生紙を使用しています。



クレジットカード、電子マネーなどの幅広い決済スキームに加え、
各種端末、決済センターをワンプラットフォームにおまとめします。

クレジットカードに加え、続々と登場する新たな電子マネーサービス。

急速な決済スタイルの多様化に、頭を抱えるお客さまも多いのではないでしょうか。

“CAPS P-QVIC（キャップス ピーキュービック）”は、磁気/ICクレジットカードはもちろん

多彩なポストペイの決済処理に対応できる決済システム統合パッケージです。

事業拡大に伴うPOS端末の種類や台数の増加、

CAFIS、CARDNETの両決済センターへのデータ振り分けにも柔軟に対応できます。

長年、決済システムで数多くの導入実績を持つセイコーソリューションズが、

短期間で確実に導入できるパッケージソフトとして提供。

オンライン処理から売上処理まで、

決済に必要な一連の業務をワンストップ、ワンパッケージでサポートします。

高い安全性のもと、
多彩な決済スキームに対応します。

磁気/ICクレジットカードに加え、iD、QUICPay、Visa Touchといった
ポストペイ対応の電子マネー決済システムが迅速に構築できます。
またアクセスキーはHSMで管理が可能。さらにログ、通信の暗号化
など、セキュリティ対策基準“PCI DSS”をふまえた安全設計です。

クレジットの業務運用にかかる
手間を軽減、時間を短縮できます。

煩雑なクレジットの業務運用をサポートする多彩な運用機能を提供。
売上データとタンキングデータを日次で突き合わせできる突合処理を
はじめ、突合結果の画面照会、取引データの訂正などで業務運用の
負担を軽減します。

複数端末を１システムに集約。
センターの振り分けもできます。

端末インターフェイス機能のカスタマイズにより、マルチベンダーの
POS、カードリーダライタ端末及びECサイトを1つのシステムに組み
込み可能です。またスキーム及びカード判定により送信先を自動判定。
CAFIS、CARDNETの両決済センターに振り分け処理します。

長年培った経験と技術を活かし、
ワンストップでサポートします。

「CAPS P-QVIC」はすべて、ITと流通業界に精通するセイコープレシ
ジョンの自社開発。だからインストールから運用支援、技術支援、保守、
カスタマイズまで、ワンパッケージ、ワンストップでお届けできます。

※iDは株式会社NTTドコモが提供するクレジット決済サービスです。 ※QUICPayはモバイル決済推進協議会が推奨する非接触IC決済サービスです。 
※Visa TouchはVisaが提供する日本国内限定の非接触型決済サービスです。
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“CAPS P-QVIC”はクレジット運用管理機能を標準提供。取引データの照会、クレジット会社、店舗別の売上
集計照会、帳票出力などによりクレジットの業務運用を大幅に効率化できます。また、決済センターとの
リアルタイムな連携が可能です。

“CAPS P-QVIC”は磁気・ICのクレジットカードに加え、iD、QUICPay、Visa Touchなどのポストペイ（電子
マネー）に対応。幅広い決済スキームを提供することにより、店舗のサービス体制を強化。お客さま満足度
を向上できます。
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新たな決済方法への対応は…

トータルコ
ストが抑え

られる！

ECサイトの導入、新たな決済方法の追加時に大幅なシステムの変更は不要。端末インターフェイス機能を
カスタマイズするだけで容易に対応できます。これまで別システムで運用していた対面販売とECサイトの
決済も“CAPS P-QVIC”で統合可能です。

への対応は…
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▶▶▶▶煩雑な業務運用から解放します。

▶▶▶▶そんなお客さまの声に応えられます。

▶▶▶▶既存システムにそのまま追加できます。
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