
メガバンクをはじめとした金融機関から、
全国市区町村・民間企業まで、さまざまな業種・業態に対応。

今日もいろいろな場面で、
「いらっしゃいませ」の気持ちをお伝えしています。

お客様へのホスピタリティと業務の効率化に、
幅広いラインナップをご活用ください。
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＊改良のため予告なく仕様を変更することがあります
＊このカタログの記載内容は 2020 年 2 月現在のものです

PCM-1000 システム

表示部
取扱業種
データ集計
カード
カードサイズ
印字
外形寸法　
重量
消費電力

タッチパネル式 /8 インチ /LCD
1 ～ 4 業種
日報（当日 / 前日）・週報・月報　など
紙製ロールタイプ（1 巻 約 1,400-1,800 枚分 / 長さ 129m）
幅 57.5× 長さ 70 or 90mm
感熱ドットライン方式
幅 250× 奥行 260× 高さ 243mm
約 5kg
140W

番号カード発行機 PCM-1000A/A-Q

操作モニタ TM-35
表示 モノクロ LCD
操作部 呼出・再呼出・スキップ・役席コール
外形寸法 幅 89× 奥行 172× 高さ 61.5mm
重量 約 300g
消費電力 2.5W

表示パネル PS-350/351
表示 前面︓3 インチ 3 桁（白色 LED）、窓口表示矢印 ×2（青色）
                  後面︓2.3 インチ 2 桁 ×2（白色 LED）、役席コール表示 ×2（赤色 + 緑色）
外形寸法 幅 255× 奥行 42× 高さ 152mm
重量 約 1kg
消費電力 15.4W

※外形寸法と重量はポールおよび窓口表示板を除きます

PCM-500 システム

表示部
取扱業種
データ集計
カード
カードサイズ
印字
外形寸法　
重量
消費電力

タッチパネル式 /15 インチ /LCD
1 ～ 32 業種
日報・週報・月報　など
紙製ロールタイプ（1 巻 約 1,800-2,400 枚分 / 長さ 160m）
幅 57.5× 長さ 60 or 80mm
感熱ドットライン方式
幅 410× 奥行 275× 高さ 527mm
約 25kg
80W

番号カード発行機 PCM-500SWFD/SW/SWP

表示 カラー LCD
操作部 呼出・再呼出・スキップ・役席コール
外形寸法 幅 86× 奥行 174× 高さ 57mm
重量 約 280g
消費電力 2.5W

操作モニタ TM-50FD/50A

*PS-300A/C
　表示 前面︓PS-300A ／ C＝3 インチ 3 桁（白色 LCD）、窓口表示矢印 ×2（青色）
                  後面︓PS-300C のみ＝2 インチ 2 桁 ×2（白色 LCD）、役席コール表示 ×2（赤色 + 緑色）
　外形寸法 幅 230× 奥行 37× 高さ 152mm
　重量 約 1.4kg
　消費電力 9.2W

※外形寸法と重量はポールおよび窓口表示板を除きます表示パネル

*PS-410B
　表示 前面︓4 インチ 3 桁 +2 インチ 2 桁（白色 LCD）、窓口表示矢印 ×2（青色）
                 後面︓役席コール表示 ×2（赤色 + 緑色）
　外形寸法 幅 345× 奥行 37× 高さ 152mm
　重量 約 2.5kg
　消費電力 9.2W

*PS-300FD
　表示 前面︓3 インチ 4 桁（白色 LCD）、窓口表示矢印 ×2（青色）
                  後面︓2 インチ 2 桁 ×2（白色 LCD）、役席コール表示 ×2（赤色 + 緑色）
　外形寸法 幅 230× 奥行 37× 高さ 152mm
　重量 約 1.4kg
　消費電力 9.2W

（縮尺 1/2）番号カード印字例
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しばらくお待ちください。

ビルコン市役所

3 4 5

印鑑の登録

幅 57.5mm× 長さ約 80mm
（引換券式︓2 点留め）

番号カード

3 4 5
令和２年１０月１日

3 4 5
令和２年１０月１日

番号順にご案内致しており
ますので、 お呼びするまで
しばらくお待ちください。

ビルコン市役所

印鑑の登録

PCM-500 システム

幅 57.5mm× 長さ約 70mm
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PCM-1000 システム

発行時間 9 時 30分

番号カード
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証明書発行
番号でお呼びします。
下記ＱＲコードから、 混雑
状況をご確認いただけます

ビルコン市　市民課

PCM-500SWFD と PCM-1000A-Q は、
自治体様の混雑情報配信サイトなど
ユーザー指定の Web サイトにアクセスできる
QR コードの印字に対応しております。
接続機器・運用などの詳細につきましては、
当社までお問合せください。

QR コードの印字について

SPECIFICATIONS

お呼び出し番号の 4 桁表示には、
PCM-500SWFD+PS-300FD+TM-50FD
の接続が必要です。



PCM-1000 システム

PCM-1000 のラインナップは、高機能でコンパクトさを実現、
省スペースと使い勝手の良さで多くの業態に対応いたします。

1 ～ 4 業種に対応、省スペースでありながら、
優れたデザイン性とユーザビリティを兼ね備えています。

番号と音声でお客様をご案内します。
分かりやすい３インチの白色表示フォントです。

1 業種窓口はボタンを
押さない「カード先出し」
画面も可能です。

＊待ち情報表示は人数・予想待ち時間・
　表示なしの 3 種の切り換えが可能です。
＊紺色（デフォルト）以外の
   ボタンカラーはオプションです。

PCM-1000A/A-Qタッチパネル式 番号カード発行機

【画面例】

後面には ” 待ち時間・待ち人数” と
” CALL” を表示することができます。

PS-350/351表示パネル

お客様を窓口へご案内する際の
呼出用モニタです。

操作モニタ TM-35

1 業種（待ち情報表示なし例） 2 業種（予想待ち時間例）

3 業種（待ち人数例） 4 業種（待ち人数例）

５人

お待ち人数

先出し（待ち人数例）

証明発行
証明発行

住民異動

証明発行

住民異動

印鑑登録

戸籍の届出

証明発行

住民異動

印鑑登録

異動届 ・ 印鑑登録

液晶ディスプレイなどに、業種ごとの番号・窓口・待ち人数や、複数のお呼び出し番号を表示することができます。

大型モニタへの表示

【受付情報表示 画面例】 【交付番号表示 画面例】

＊大型モニタは当社製品ではありません。

＊大型モニタへの表示は、PCM-500 システム、
　PCM-1000 システムともに対応可能です。

窓口受付システム EYE-QUE トータルシステムは、日本では 500 万人以上といわれる、
「色」の見え方が一般とは異なる方々にも、識別・認識しやすい配色を採用。
色覚バリアフリーを実現して、カラーユニバーサルデザイン機構の CUD 認証を取得しました。

1 台で最大 4 階層 /32 業種、
カスタム画面活用により、多言語対応やイメージキャラクターの使用も可能です。

PCM-500 のラインナップは、豊富な拡張性とフレキシビリティが特長、
さまざまな運用形態や窓口レイアウトに対応いたします。

▲多言語での画面対応
  ( 業種数 × 言語数＝最大 32 まで）

▲キャラクター画像の使用

▲窓口や待合いスペースへの誘導も

【カスタム画面例】

分かりやすい白色表示の番号と音声でお客様をご案内する表示パネルには、
お呼び出し番号 4 桁表示機と 3 桁表示機をご用意しております。

表示パネル

300FD・300C の後面には ” 待ち時間・待ち人数” と
” C  LL” を表示することができます。

（300A と 410B はオプションになります）

PCM-500SWFD/SW/SWPタッチパネル式 番号カード発行機

PCM-500 システム

PS-300A/C

申請書・届出書への

ご記入はお済みですか？

は　い いいえ

ビルにゃん

ご用件                                                                        お待ち人数        ご用件                                                                        お待ち人数

Certificate 
证明书
증명서

Seal Registration
印鉴登记
인감등록

Resident change
居民调动
주거이동

Registration
登  记
등  기

Please select your inquiry. 请按按钮 버튼을 눌러 주십시오 

3人

5人

1人

4人

2人

6人

ご用件のボタンを押してください

Digital certificate 전자증명서 
电子证明书个人号码卡

ID Number Card 개인 번호 카드 

マイナンバーカード こちらの窓口からお呼び出しいたしますので、
待合いスペースでお待ちください。

番号カード発行機

待合いスペース

Please wait around here.

◀ハンディキャップが
　ある方へ配慮した運用

お客様を窓口へご案内する際の
呼出用モニタです。

TM-50A/FD操作モニタ

オ
プ
シ
ョ
ン
製
品

【運用画面例】

■ ブラウザ版 役席モニタ
窓口の稼働状況（窓口別・業種別）を
リアルタイムで表示します。
また、番号照会・監視機能（点滅表示）
によってスムーズな窓口運用を
お手伝いします。
＊PCM-500SWFDには標準搭載、
　PCM-500SWにはオプションとなります。

PS-410BPS-300FD

4 桁表示の 300FD は、
PCM-500SWFD と
TM-50FD との接続が必要です。




