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同時印刷式券売機

◎看板は＜食券＞＜利用券＞＜入場券＞＜証紙＞の4種類

◎消耗品 … カンネツシロ（57.5×300 TR-237）発注単位：５個

■オプション

■寸法図（単位：mm） ■設置寸法図（単位：mm）

● 看板：食券、利用券、入場券、証紙 ＊選択可能
● 口座ボタン、ハーネス　● ダミーボタン　　   ● メニューボタン
● 中型ボタン　　　　　   ● 大型ボタン　　　   ● 大型ダミーボタン
● 架台脚　 ● 売り切れ装置    ● キッチンプリンター   ● 内部鍵

■概略仕様

口座数

価格設定

紙幣収納枚数

つり銭容量

券仕様

券容量

集計機能

使用電源

消費電力

使用環境

外形寸法

質量

VT-B10

最大64口座フリーレイアウト

二千円、千円

500円、100円、50円、10円

10～9,990円（10円ステップ）

二千円、千円混合×約400枚 ＊官封券

「同時印刷券」30～90mm（6mmピッチ） ×57.5mm  

「同時印刷券」約10,000枚×2ロール（30mmの場合）

日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報  他

AC100Ｖ±10Ｖ（50／60Hz）

待機時 44W　定格（最大） 83／84W

屋内、温度0℃～35℃、湿度20％～90％RH（結露なきこと）

600（Ｗ）× 300（Ｄ）×1,600（Ｈ）ｍｍ（突起部を除く）

101kg（オプションを除く）

紙幣

硬貨

500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚
＊リサイクル可能

■売り切れ装置

厨房などからメニュー別にボタンの「売り切れ」設定が行えます。具材が切れた時
に、すぐに設定を行えるので、お客様にご迷惑をおかけしません。

■キッチンプリンター

厨房などから券売機の発券情報を確認できます。お客様が購入されたメニューを
厨房で即座に確認、スピーディーな調理を可能にします。 

■内部鍵

紙幣部・硬貨部に鍵を取り付け、セキュリティーを向上させます。 最大 　　　口座
運用ニーズに合わせた
フリーレイアウトが可能

安心してご使用いただくために
●自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した
　自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、
　食品衛生法、電気事業法などを順守してください。

管 理 者 名

連 絡 先 住 所

連絡先電話番号

自動販売機統一ステッカー

※券職人はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。
※印刷により実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントを
　ご使用ください。
●設置時には、アースを必ず接続してください。　
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

※ 写真はオプション装着時のものです。(口座ボタン、メニューボタン、中型ボタン、
　 大型ボタン、看板などはご購入時に選択していただきます。)

使用通貨

型式

導入メリットを最大限に引き出し、
ローコストで基本機能が充実。

このカタログの記載内容は、2012年4月現在のものです。 DG 791 PKN0412 SA※　　　　　　はグローリー株式会社の登録商標です。

自動サービス機器営業統括部  自販機営業部

本 社
〒670-8567  兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL（079）297-3131（代表）

〒101-8977  東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL（03）5207-3061（代表）

本           社  〒060-0013  札幌市中央区北13条西17-1-45　TEL（011）707-4111（代表）

本 社 〒530-0057 大阪市北区曾根崎1-2-6（新宇治電ビル）　TEL（06）6363-4784（代表）



 導入メリットを最大限に引き出すスタンダード券売機。

ワンタッチ操作で締め上げ業務を大幅に軽減

明るくくっきりした蛍光表示管を採用

あらかじめ集計印字や硬貨回収を設定することにより、ワンタッチ操作
で、集計処理が自動で行え、締め上げ業務を軽減します。

つり銭切れを防ぐ大型収納庫を採用

つり銭硬貨用の収納庫は、500円が350枚、100円が1,000枚、50円
が600枚、10円が1,000枚収納できる大容量タイプ。さらに、投入された
硬貨をつり銭として払い出すリサイクル方式も併せて採用。販売時間中
のつり銭切れを防ぐとともに、つり銭補給の手間を軽減します。

明るくくっきりした蛍光表示管を採用。従来の7セグ表示より見やすく
なりました。

売上データを簡単管理

○FTP機能を標準搭載し、本部にいながら、営業店の売上データの収集
　やメニューの配信が可能です。
　※売上データは券職人シリーズVT-T10M／G10／S10が混在していても集計が可能です。

●60mm券●30mm券

オリジナルのボタンレイアウトや、
大型ボタン・中型ボタンで
おすすめメニューをアピール。

●ダミーボタン
　ボタンとして使用しない部分にはめ込むブロックです。

●中型・大型口座ボタン
　標準ボタン2つ分または4つ分を使ってメニューを大きく、
　見やすく表示します。

●メニューボタン
　ボタンの代わりに写真を入れることができるブロックです。

○オフライン運用の場合は、USBメモリーで売上データをパソコンに
　取り込み、容易に売上管理ができます。

●回数券

■ジャーナル印字例

●総計

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  【日計】
  印字日時　　　：　２００８年　２月１９日　　９時２５分

  ０１１号機　　　　　　　日計クリア通番　：　００００６

　　　２００８年　２月１８日　 １９時２２分　から
　　　２００８年　２月１９日　　９時２５分　まで

  曜日区分　　３（月火水木　　　　　）

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
   総　売　上　　　　　　１５２枚　　　　　　９６８３０円
　　　　　　　　　　　    内消費税　　　　　４６１０円
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  総　販　売　　　　　　１５５枚　　　　　　９８５５０円
　　　　　　　　　　　　  内消費税　　　　　４６９２円
   …………………………………………………………………
   総払戻し　　　　　　　     ３枚　　　　　  　１７２０円
　　　　　　　　　　  内消費税　　　　　　      ８０円

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  客数　　　　　　　　　１５２件　  客単価　　　　６３７円
  取引件数　　　　　　　１１０件　  取引単価　　　８８０円
  （取消件数　　　　　　　９件）
  セット券　　　　　　　　  ２５枚
  当たり券　　　　　　　　  ３枚
  無効券　　　　　　　　　 ０枚
   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
   日計クリア履歴
  ２００８年　２月１８日　 １９時２２分　　００００５
   ｜　　　 １１２９枚　　　　　　 　７１９７１０円
  ２００８年　２月１７日　 １９時３１分　　００００４
   ｜　　 　 １７４０枚　　　　　　  １１３１２７０円
  ２００８年　２月１６日　 １９時２４分　　００００３
   ｜　　　  ２０２６枚　　　　   　１３１８４５０円
  ２００８年　２月１５日    １９時１９分　　００００２
   ｜　　　　 ９２３枚　　　　　 　  ５９０７２０円
  ２００８年　２月１４日　 １９時２８分　　００００１
　　　　　 １０９５枚　　　　　　　  ７１１７８０円

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

集計
期間
曜日
区分

取引単価＝総売上金額÷取引件数
客単価＝総売上金額÷客数
総売上＝総販売－総払戻し

 ●印字タイトル
【日計】【日計クリア】【前回日計】
【前々回日計】【累計】
【累計クリア】【前回累計】

●メニュー別集計

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  【日計】　　　　　　　　　　　　　 ≪メニュー別≫
   印字日時　　　：　２００８年　２月１９日　　９時２５分

  ０１１号機　　　　　　日計クリア通番　：　００００６

　　　２００８年　２月１８日　１９時２２分　から
　　　２００８年　２月１９日　　９時２５分　まで

  曜日区分　　 ３（月火水木　　　　　）

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  総　売　上　　　　　　１５２枚　　　　　　９６８３０円
　　　　　　　　　　　　 内消費税　　　　　４６１０円
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   総　販　売　　　　　　１５５枚　　　　　　９８５５０円
　　　　　　　　　　　　 内消費税　　　　　４６９２円
  …………………………………………………………………
   総払戻し　　　　　　　　  ３枚　　　　　　  １７２０円
　　　　　　　　　　　　　内消費税　　　　　  ８０円
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  ００１　：　きつねうどん
　  標準価格：　５００円
  売　　　上　　　　　　  ３０枚　　　　　　１５０００円
　　　　　　　　　　　　　内消費税　　　　　７１４円
  販　　　売　　　　　　  ３１枚　　　　　　１６５００円
　　　　　　　　　　　　　内消費税　　　　   ７８５円
  払　戻　し　　　　　　　  １枚　　　　　　　  ５００円
　　　　　　　　　　　　   内消費税　　　　　  ２３円
  …………………………………………………………………

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
  客数　　　　　　　　　１５２件　客単価　　　 ６３７円
  取引件数　　　　　　　１１０件　取引単価　　 ８８０円
  （取消件数　　　　　　　９件）

曜日
区分

メニュー名称
売上枚数
売上金額

総売上＝総販売－総払戻し

  ●印字タイトル
【日計】【日計クリア】【前回日計】
【前々回日計】【累計】
【累計クリア】【前回累計】

●時間帯別
　メニューグループ別集計

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪時間帯別メニューグループ別集計≫
０１１号機　　　　２００８年　２月１９日　　９時２５分

０１．　００：００～０１：００
　Ｇ０１：　　　　　　７枚　　　　　　　４０６０円
　Ｇ０２：　　　　　　２枚　　　　　　　  ９８０円
　Ｇ０３：　　　　　　１枚　　　　　　　  ９８０円
　Ｇ０４：　　　　　　０枚　　　　　　　　   ０円　

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間帯販売　　  　１２枚   　　　　　　７４３０円
…………………………………………………………………
　客数　　　　　  １２件　客単価　  　　６１９円
　取引件数　　　　１０件　取引単価  　　７４３円
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
０６．　０５：００～０６：００
　Ｇ０１：　　　　　　１枚　　　　　　　  ４４０円
　Ｇ０２：　　　　　　０枚　　　　　　　　   ０円
　Ｇ０３：　　　　　　１枚　　　　　　　  ７２０円
　Ｇ０４：　　　　　　０枚　　　　　　　　　０円　

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時間帯販売　　　　 ２枚　　　　　　　１１６０円
…………………………………………………………………
　客数　　　　　　 ２件　客単価　　　  ５５３円
　取引件数　　　　 ２件　取引単価　　  ５５３円
…………………………………………………………………
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
総販売　　　　　１５５枚　　　　　　 ９８５５０円
総払戻し　　　　　  ３枚　　　　　　　１７２０円
総売上　　　　　１５２枚　　　　　　 ９６８３０円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

時間帯

総売上を印刷する。

集計時間帯01の売上枚数、
金額合計を印刷する。

集計時間帯01に所属する
グループを印刷する。

最大24 時間帯

●入出金集計

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪入出金情報≫
０１１号機　　　　２００８年　２月１９日　　９時２５分

金種　　科目　　枚数　　　　 金額
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２千円　入金　　　　　　１２枚　　　　　２４０００円
　　　　出金　　　　　　  ０枚　　　　　　     ０円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　　　　　１２枚　　　　　２４０００円　

千円　  入金 　　　　　１４１枚　　　　 １４１０００円
　　　　出金　　　　　　  ０枚　　　　　　　  ０円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　　　 　１４１枚　　  　　１４１０００円　

５００  　入金　　　　　　３６枚　　　　　１８０００円
　　　　出金　　 　　　１２６枚　　　　　６３０００円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　　　　 ９̶０枚　　　　－４５０００円　

１００  　入金　　　　　　７２枚　  　　　　７２００円
　　　   出金　　　　　 ２６７枚　　　　　２６７００円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　　 　－１９５枚　　　　－１９５００円　

５０　 　入金　　　  　　　６枚　 　　　　　３００円
　　　  出金　　　　　　４５枚　  　　　　２２５０円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　　　　－３９枚　　　　　－１９５０円　

１０　  　入金　　　　　　４０枚　　　 　　　４００円
　　　   出金　　 　　　２１２枚  　　　　　２１２０円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　 　　－１７２枚　  　　　－１７２０円　

合計  　入金　　－－－－－－枚　｠　　　１９０９００円
　　　　出金　　－－－－－－枚　　　　　９４０７０円
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　残数　　－－－－－－枚　　　　　９６８３０円　

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●領収書　詳細印字

２００８年　１月　１日（火）　１２：３５　００１号機
カツカレー　　　　　　　　　　　　　　＠６５０×０１枚
コーヒー　　　　　　　　　　　　　　　＠１８０×０１枚
ミルクレープ　　　　　　　　　　　　　＠３５０×０１枚
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計　　　　　　　　１，１８０円
お預り　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ５，０８０円
おつり　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ３，９００円
但し、飲食代金として、上記の金額を領収いたしました

領 収 書

兵庫県姫路市下手野１－３－１
グローリー株式会社

■券見本

●待機表示 ●金額表示

●操作表示
営業店 営業店

メニュー
配信

メニュー
配信

売上データ 売上データ本　部

様々なボタンレイアウトに対応。
1台で64メニューもの販売が可能な多口座タイプ。お店の販売
メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。また、
中型ボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジ
ナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューな
どの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。

様々なボタンレイアウトに対応。
1台で1台で1台で64メニューもの販売が可能な多口座タイプ。プ お店の販売
メニュメニメ ー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えま行 す。また、
中型ボタンタ が新たに加わり、大型ボタンと組み合合わせて、オリジ
ナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニめ ューな
どの写真を大きく分かりやすく表示することがが可能です。

30～90mmまで6mmピッチで多彩な券サイズの設定が可能。運用
に合わせた発券が行えます。

最短30mm。12種類の発券が可能

本体にロール紙を2巻まで装てん可能。一方のロール紙が切れると、もう
一方のロール紙に自動で切り替わるので、ロール紙を最後まで無駄なく
使用でき、また交換のタイミングを気にすることもありません。

チケット切れを防ぐ
便利な2ロール【オートチェンジ】機能
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