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アプリをインストールしてください 

「端末決済サービス」 スタートマニュアル   
iPhone, iPadなど、iOS端末でご利用になる加盟店さまは本マニュアルをご覧ください。 

App Storeに 
アクセスします 

「Anywhere Next」を 
インストールします 

（発行元：Link Processing） 

QRコードを読み取って、 
アプリをインストールする場合は 
こちらから 

ご利用前にチェック！ 

 PINパッドの電源がONになっている 

（Bluetooth接続の場合）スマートフォン/タブレットのBluetooth機能がONになっている 

（オーディオ接続の場合） PINパッドとスマートフォン/タブレットをイヤフォンジャックケーブルで接続されている 

（ご利用になる場合）プリンタ本体の電源がONになっている 

●ご利用になる機器の状態をご確認ください 

●クレジットカードの読み取り向きをご確認ください 
クレジットカードの種類によって、PINパッドでの読み取り方が異なります。 

ICチップ付きクレジットカードには、 
このようなチップがついています。 

PINパッド下部の 
読み取り口に挿しこむ 

磁気テープ面を手前にして 
PINパッド上部でスワイプする 

ピッと鳴ります 左から右へ引き抜きます 

iOS 

●決済できるカードの種類を確認しましょう 
ご契約内容に応じて、決済できるカードブランドが異なります。 
詳細はSBペイメントサービスからメールで通知された「審査結果のご連絡」をご確認ください。 

ご利用いただけます。 お申し込みのうえ、 
審査通過の加盟店さまが 
ご利用いただけます。 

お申し込みのうえ、JCBによる審査通過の加盟店さまが 
ご利用いただけます。 
ご契約内容はJCBへご確認ください。 

磁気のみ 

磁気のみ ICチップあり 

初期設定 

ICチップあり 
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接続したPINパッドのキー更
新を行います。 

「NEX-M230」または     E
メールレシートを選択し「OK」
をタップ。 

売上画面が表示されます。 
以上でログイン・初期設定は
完了です。 

5 6 7 

●プリンタのご利用がない場
合は「Eメールレシート」を選
択してください。 

ログイン・初期設定 

利用規定を確認し、「同意す
る」をタップ。 

端末番号（TID）とパスワー
ドを入力。「OK」をタップ。 

「カードリーダー兼PINパッド」
を選択し「OK」をタップ。 

利用する接続方法と接続す
るPINパッドを選択。 

●Bluetooth接続の場合、
PINパッド裏面バーコードに記
載の数字と同じ端末を選択し
てください。 

1 2 3 4 

アプリでできること 

 クレジットカード決済による売上処理 
 取消・返品処理 

「Anywhere Next」では、以下の機能をご利用いただけます。 

 日計・中間計 
 PINパッド/プリンタの設定・変更 

[アプリ操作に関するお問い合わせ先] リンク・プロセシング サービスデスク（℡：0120-964-036 24時間365日対応） 

iOS 初期設定 

いずれか 
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クレジットカード決済 
アプリ操作マニュアル（iOS） 

本章では、クレジットカードによるお支払いの受け付け方法等をご案内いたします。 
 

継続課金のアプリ操作方法はp.10をご覧ください。 
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印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

「カードリーダーと接続」をタップ。 

「端末決済サービス」アプリ操作マニュアル 
iOS端末でVisa,MasterCard,JCB取扱ブランドのカード決済を行う際の手順をご確認ください。 

下部メニュー「売上」から、
業務：クレジットカード、請
求金額(税込)、 
支払方法を入力。 

（任意） 
付随情報を入力。 

●商品コード：半角4桁まで
入力できます。管理画面での
閲覧はできません。 
●POS番号：半角英数20
桁まで入力できます。管理画
面からCSVでダウンロードできま
す。 

1 2 3 4 

PINパッドでクレジットカード
を読み取ります。 

ピッと 

鳴ります 

売上 

または 

「実行」をタップ。 

5 6 

プリンタ 
利用あり 

プリンタ 
利用なし 

IC読み取り 

スワイプ 

IC読み取り 

スワイプ 

お客様が暗証番号を 
入力後「実行」を押す※ 

7 

6 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に    
ご署名いただく。 

6 

お客様が暗証番号を 
入力後「実行」を押す※ 

アプリ画面でご署名  
いただき「OK」をタップ。 

6 

7 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

※暗証番号がわからない場合： 
暗証番号を未入力の状態で「実行」を押すことで署名
に切り替えできます。 

iOS 
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印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

取消区分を選択し「カードリー
ダーと接続」をタップ。 
●取消：元取引と同日に取
り消す場合 
●返品：元取引の翌日以
降に取り消す場合 

「端末決済サービス」アプリ操作マニュアル 
iOS端末でVisa,MasterCard,JCB取扱ブランドの過去の取引の取消・返品を行う際の手順をご確認ください。 

1 2 

6 

6 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

取消する元取引で   
決済したカードが手元に
ある 

アプリ操作の前に 
チェックしてください 

取消する元取引の 
伝票番号がわかる 

取消する元取引の 
取引金額がわかる 

取消する元取引の 
支払方法がわかる 

●ひとつでもチェックが 
  つかない場合： 

「リンク・プロセシング 
サービスデスク」まで 
ご連絡ください。 
0120-964-036 
(24時間365日対応) 

下部メニュー「取消・返品」
から、業務：クレジットカード
を選択。金額(全額のみ）、
元取引の伝票番号、支払
方法を入力。 

PINパッドでクレジットカード
を読み取ります。 

「実行」をタップ。 

4 

プリンタ 
利用あり 

プリンタ 
利用なし 

IC読み取り 

スワイプ 

IC読み取り 

スワイプ 

5 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に    
ご署名いただく。 

アプリ画面でご署名  
いただき「OK」をタップ。 

5 

iOS 取消・返品 

3 

または 
いずれか 
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「カードリーダーと接続」をタップ。 

「端末決済サービス」アプリ操作マニュアル 
iOS端末で銀聯（UnionPay）のカード決済を行う際の手順をご確認ください。 

下部メニュー「売上」から、業
務：銀聯（UnionPay）
を選択、請求金額(税込)を
入力。 

（任意） 
付随情報を入力。 

●POS番号：半角英数20
桁入力できます。管理画面か
らCSVでダウンロードできます。 

1 2 3 

PINパッドでクレジットカード
を読み取り、暗証番号 
（6桁）を入力いただく。 

ピッと 

鳴ります 

「実行」をタップ。 

5 

売上 iOS 

印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

6 

プリンタ利用あり 

プリンタ利用なし 

7 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に、お客
様のご署名をいただく。 

6 7 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

アプリ画面でお客様にご
署名をいただき「OK」を
タップ。 

4 

磁気のみ ICチップあり 

※銀聯の売上時には「商
品コード欄」は表示されま
せん。 
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1 

取消区分を選択し「カードリー
ダーと接続」をタップ。 
●取消：元取引と同日に取
り消す場合 
●返品：元取引の翌日以
降に取り消す場合 

「端末決済サービス」アプリ操作マニュアル 
iOS端末で銀聯（UnionPay）の過去の取引の取消・返品を行う際の手順をご確認ください。 

2 

取消する元取引で   
決済したカードが  
手元にある 

アプリ操作の前に 
チェックしてください 

取消する元取引の 

以下項目がわかる。 

レシートをご参照ください。 

• 伝票番号 

• 承認番号 

• 銀聯番号 

• 銀聯処理日時 

●ひとつでもチェックが 
  つかない場合： 

「リンク・プロセシング 
サービスデスク」まで 
ご連絡ください。 
0120-964-036 
(24時間365日対応) 

下部メニュー「取消・返品」
から、業務：銀聯を選択。
金額(全額)元売上情報か
ら伝票番号、承認番号、
銀聯番号、銀聯処理日時
を入力。 

「実行」をタップ。 

4 

iOS 取消・返品 

印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

5 6 

5 6 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

いずれか 

PINパッドでクレジットカード
を読み取り、暗証番号 
（6桁）を入力いただく。 

3 

磁気のみ ICチップあり 

プリンタ利用あり 

プリンタ利用なし 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に、お客
様のご署名をいただく。 

アプリ画面でお客様にご
署名をいただき「OK」を
タップ。 
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「端末決済サービス」アプリ操作マニュアル 
iOS端末で、一日の営業終了後、集計する際の手順をご確認ください。 

「日計」処理について 

●スマートフォン/タブレットでの実績と、決済センターでの実
績に相違がないか確認する処理です。カード決済を行っ
た日は、営業終了後に1日に1度「日計」処理してくださ
い。 

●3日間「日計」を行わない場合、「日計」を行ってから新
規の「売上」処理が行えるようになります。 

「中間計」処理について 

●前回「日計」を行ってから現時点までの実績（取引件
数・金額）を確認する処理です。 

●「中間計」を行っても「日計」を行ったことにはなりません。 

1 2 

「集計実行」をタップ。 下部メニュー「集計」から、
「日計」または「中間計」を
選択。 

「日計」「中間計」をする際は、 
PINパッドの電源をONにしましょう。 

●プリンタをご利用の場合は、プリンタの電源もONにしま
しょう。集計結果を印字します。 

「OK」をタップ。 

3 

集計結果 
一致 

集計結果 
不一致 

４ 

「集計結果は一致しま
した」と表示される。
「完了」を押して終了。 

プリンタ 
利用あり 集計結果が 

自動で印刷されます。 

5 

4 

「集計結果が不一致
です」と表示される。
「完了」を押します。 

不一致解消の手順をおこなってください 

1. アプリまたはレシートの集計結果から
「NG」となった日付を確認します。 

2. Web管理画面から該当日の取引明細
を確認します。 

3. 売上票の控えとWeb管理画面の取引
を突合し、不一致の取引を特定します。 

4. 誤った売上計上について、取り消します。 

●取引が特定できない、お客様が不在時
の取消する場合など： 

リンク・プロセシング サービスデスク 
0120-964-036(24時間365日対応) 

iOS 集計 

いずれか 
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アプリは最新版をご利用ください 

「端末決済サービス」 ご注意事項   
クレジットカード決済をご利用になる加盟店さまは本ご注意事項をご確認ください。 

App Storeに 
アクセスします 

「Anywhere Next」の 
最新版にアップデートします 
（発行元：Link Processing） 

QRコードを読み取って、 
アプリをアップデートする場合は 
こちらから 

iOS 

よりよいサービスをご提供するため、アプリは随時更新しています。 
アプリは最新版に更新してご利用ください。 

ご契約内容を変更した場合、アプリの端末設定を再度行ってください 

下記ご契約内容を変更した場合、各種手続き完了後、アプリの端末設定を再度行ってください。 
端末設定を再設定後、最新のご契約内容でご利用いただけます。 

●再設定が必要な情報変更 

●屋号 ●電話番号 ●対応カードブランドの追加 ●対応支払方法の追加 など 

●端末設定の再設定方法 

下部メニュー「設定」から、
「端末設定」をタップ。 

ご連絡済みの端末番号
（TID)とパスワードを入
力し、ログイン。 

最新のご契約内容で 
ご利用いただけます。 
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 端末登録機能（クレジット継続課金） 
アプリ操作マニュアル(iOS) 

本章では、クレジットカードによる継続課金の登録方法をご案内いたします。 
 
 
 

端末登録機能のご利用にはお申し込みが必要です。 
端末登録機能の契約に関するお問い合わせは窓口までご連絡ください。 

 

SBペイメントサービス 加盟店サポート 
電話番号：03-6889-2133（平日9:30～17:30対応） 
Eメールアドレス ： sbps-dp-support@sbpayment.jp  
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ご利用前に設定情報をご確認ください 

「端末登録機能（クレジット継続課金）」 スタートマニュアル   
端末登録機能（クレジット継続課金）をご利用になる加盟店さまは本マニュアルをご覧ください。 

継続課金に登録できるカードの種類を確認しましょう 

iOS 

クレジットカード決済と継続課金ではご利用いただけるカードブランドが異なります。 

ご利用いただけます。 銀聯カードは登録できません。 対面および非対面のクレジットカード決済でご契約が成
立している場合、端末登録機能もご利用いただけます。 

事前準備 

 端末登録機能をご契約後送られている「端末登録機能設定情報のご案内（端末決済サービス ご利用店舗情報の

ご案内の裏面）」をご確認ください。 

 

 「端末登録情報設定のご案内」にはお申し込み時の情報を基に、加盟店さまのアカウントに設定した内容が記載され

ています。内容に相違がないかご確認ください。設定内容に相違/変更がある場合は「SBペイメントサービス加盟店サ

ポート」までご連絡ください。 

端末登録機能（クレジット継続課金）とは 

• 端末登録機能（継続課金）とは、カードリーダー兼PINパッドを利用してお客さまの顧客IDとカード情報を登録し、後
日非対面で課金・請求できる機能です。会員費の月額請求や、医療保険などの毎月請求などにご利用いただけます。 
 

• お客さまの顧客IDとカード情報はSBペイメントサービスがお預かりし、端末には残らないため、お店での顧客管理をより
安全に行えます。 

カード情報登録後のご請求方法について 

• 対面で行うのは継続課金時のお支払い方法となる「クレジットカードの登録のみ」です。 

• 次月以降の売上金額の確定や請求は、SBペイメントサービスが提供する「オンライン決済ASPサービス」をご利用いただ
きます。 

• 「オンライン決済ASPサービス」の各種仕様書はデベロッパーコンソール（要登録）よりご覧ください。 

• デベロッパーコンソール https://developer.sbpayment.jp/document/show 

クレジットカードを登録して、毎月カードでお
支払いできます。登録以降のお支払いは
来店いただく必要がありません。 

API接続により、金額とお客さまを指定し、
請求指示をいただきます。オンラインによる
カード情報登録も可能です。 
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パターン1（p.13） パターン2（p.15） 

業務内容 

取消/返品 
クレジット継続課金の取消/
返品としてアプリ内で操作し
てください（p.14参照）。 

登録内容を削除する場合は
オンライン決済ASPサービスを
利用して削除してください。 

登録内容を削除する場合は
オンライン決済ASPサービスを
利用して削除してください。 

取引の閲覧 

リンク・プロセシング提供の管
理画面にて確認できます。 

SBペイメントサービスへのカー
ド登録結果は、リンク・プロセ
シング提供の管理画面にて
確認できます。 

SBペイメントサービスへのカー
ド登録結果は、リンク・プロセ
シング提供の管理画面にて
確認できます。 

継続課金の取引状況は、
SBペイメントサービス提供の
「決済管理ツール」にて確認
できます。 

継続課金の取引状況は、
SBペイメントサービス提供の
「決済管理ツール」にて確認
できます。 

「端末登録機能（クレジット継続課金）」 注意事項   
「端末登録機能（クレジット継続課金）」ならではのご注意事項がありますのでご確認ください。 

対面登録機能の方法と確認方法について 

iOS 事前準備 

顧客IDの入力間違いがないかご確認ください 

• 対面でカード情報と合わせて、お客さまを特定する一意の番号「顧客ID」を登録します。 
  ※ 「顧客ID」は加盟店さまにて定めていただきます。 
• 端末登録機能にて対面で登録された「顧客ID」は、非対面の継続課金時にお客さまを特定する共通の識別子として

利用します。 
• 継続課金は、対面登録が完了した日の翌日以降で行えます。 
• 同日に同一の「顧客ID」に対して対面登録が行われた場合、最新の登録情報のみ顧客情報として登録されます。 

SBペイメントサービス 

顧客ID 

カード番号 

顧客ID 

カード番号 

[ご注意ください] 
 

• 対面登録時に異なる「顧客ID」を入力した場合、継続課金時に本来請求するべきお客さまへ請求できません。
対面登録時は「登録するべきお客さま」と「顧客ID」が間違いないか                          
入力した顧客IDが間違っていないか、必ず確認し、登録業務を行ってください。 

カード登録する 初回売上 カード登録のみ 

• 端末登録機能（クレジット継続課金）は、対面/非対面に跨る機能です。対面で登録したカード情報は、登録日の
翌日にSBペイメントサービスへ連携され、非対面による継続課金ができるようになります。 

• 加盟店さまにおかれましては、「初回売上と同時にカード登録する場合」と「カード登録のみを行う場合」の2つの方法で
ご利用いただけます。 

• それぞれのカード登録方法に関わる、取消/返品、取引の確認方法は以下をご確認ください。 
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印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

「カードリーダーと接続」をタップ。 

「端末登録機能（クレジット継続課金）」アプリ操作マニュアル 
クレジットカードによる決済（初回売上）とカード登録を同時に行う際の手順をご確認ください。 

下部メニュー「売上」から、
業務：クレジット継続課金、
「オプション」で初回ありを選
択後、請求金額(税込) を
入力。 
 
●初回売上を一括払い以
外で行う場合は、クレジット
カード決済で売上後、クレ
ジット継続課金で登録のみ
行ってください。 

付随情報から「顧客ID」等を
入力。 

●備考欄：加盟店さまにより
入力書式が設定されている場
合があります。 
●MID・SID：継続課金時
の請求元となる加盟店さまを特
定する番号で、予め設定されて
います。 

1 2 3 4 

PINパッドでクレジットカード
を読み取ります。 

ピッと 

鳴ります 

初回売上あり 

または 

「実行」をタップ。 

5 6 

プリンタ 
利用あり 

プリンタ 
利用なし 

IC読み取り 

スワイプ 

IC読み取り 

スワイプ 

お客様が暗証番号を 
入力後「実行」を押す※ 

7 

6 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に    
ご署名いただく。 

6 

お客様が暗証番号を 
入力後「実行」を押す※ 

アプリ画面でご署名  
いただき「OK」をタップ。 

6 

7 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

※暗証番号がわからない場合： 
暗証番号を未入力の状態で「実行」を押すこと
で署名に切り替えできます。 

iOS 

予め設定済み（変更不可） 

予め設定済み（変更不可） 
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印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

付随情報から「顧客ID」等を
入力。 
●備考欄：加盟店さまにより
入力書式が設定されている
場合があります。 
●MID・SID：継続課金
時の請求元となる加盟店さま
を特定する番号で予め設定
されています。 

「端末登録機能（クレジット継続課金）」アプリ操作マニュアル 
初回売上と同時にカード登録した取引の、取消・返品の際の手順をご確認ください。 

1 2 

6 

6 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●2枚は保管：「カード
会社控」「加盟店様控」
は、加盟店様で保管くだ
さい。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

取消する元取引で   
決済したカードが手元に
ある 

アプリ操作の前に 
チェックしてください 

取消する元取引の 
伝票番号がわかる 

取消する元取引の 
取引金額がわかる 

●ひとつでもチェックが 
  つかない場合： 

「リンク・プロセシング 
サービスデスク」まで 
ご連絡ください。 
0120-964-036 
(24時間365日対応) 

下部メニュー「取消・返品」
から、業務：クレジット継続
課金を選択。金額(全額の
み）、元取引の伝票番号
を入力。 
●取消：元取引と同日に
取り消す場合 
●返品：元取引の翌日以
降に取り消す場合 

「カードリーダーと接続」をタッ
プ。PINパッドでクレジット
カードを読み取ります。 

「実行」をタップ。 

4 

プリンタ 
利用あり 

プリンタ 
利用なし 

IC読み取り 

スワイプ 

IC読み取り 

スワイプ 

5 

印刷されたレシートの
「カード会社用」に    
ご署名いただく。 

アプリ画面でご署名  
いただき「OK」をタップ。 

5 

iOS 取消・返品 

3 

いずれか 
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印刷されたレシートの 
「お客様控」をお渡しし 
完了。 

「カードリーダーと接続」をタップ。 

「端末登録機能（クレジット継続課金）」アプリ操作マニュアル 
カード登録のみ行う際の手順をご確認ください。 

下部メニュー「売上」から、
業務：クレジット継続課金、
「オプション」で登録のみ、を
選択。 

付随情報から「顧客ID」等を
入力。 

●備考欄：加盟店さまにより
入力書式が設定されている場
合があります。 
●MID・SID：継続課金時
の請求元となる加盟店さまを特
定する番号で予め設定されて
います。 

1 2 3 4 

PINパッドでクレジットカード
を読み取ります。 

ピッと 

鳴ります 

登録のみ 

または 

「実行」をタップ。 

5 

プリンタ 
利用あり 

プリンタ 
利用なし 

IC読み取り 

スワイプ 

IC読み取り 

スワイプ 

6 

6 

Eメールレシート送付先
アドレスをお客様が入力
後、「OK」をタップして 
完了。 

●1枚は保管：「加盟
店様控」は、加盟店様で
保管ください。 

●スキップ：Eメールレ
シートが不要な場合は
「スキップ」を押して完了 
します。 

「登録のみ」の場合、 
暗証番号・署名は不要です。 

iOS 

予め設定済み（変更不可） 

予め設定済み（変更不可） 


