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待ち人数がわかるので、時間を有効に使えます！
■一体型なので設置が容易です。
簡単な組み立て後、電源を入れるだけで使用できます。
■データ集計ができます。
時間帯、週毎、月毎のデータが集計できますので、スタッフの作業効率 upが図れます。
■�待ち人数表示が搭載されているので現在の状況を
　的確にお伝えする事が可能です。
呼び出し表示と同時に音声で案内します。
■�ペーパーの交換が前開きの為、簡単にできます。
■低価格での提供を実現しました。

JMU-200

接続例発券印字サンプル例

※�最大表示器４台、番号指示器４台まで接続
可能で共通番号管理します。

JP-10KB（ボタン式発券）JP-10KA（自動発券）

低価格でコンパクトな発券機
電源を入れるだけで、簡単にご利用頂けます（パソコン不要）。

用 途  病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店

番号発券機 JP-10

印字サンプル
１枚出し

※JP-10KAには、時刻は入りません。
※印字内容は固定です。書きかえ可能なタイプもございます。

２枚出し

ハ
ー
フ
カ
ッ
ト
（
一
点
残
し
）

標準的な貴名受けと同じく
らいのサイズで設置場所を
選びません。

設置スペースに困らない
コンパクトサイズ

低価格低価格

用 途  病院、調剤薬局、自治体、官公庁、ハローワーク、金融機関、図書館、携帯電話ショップ、百貨店、旅行代理店

受付業務の省力化・正確化。お客様へのサービス向上のため、一歩進んだサービスを提供します。

順番表示システム　順番くんＬ JMU-200

効率化と業務軽減、顧客満足度の高いシステム顧客の多彩なニーズにお応えする受付機
用 途  病院、調剤薬局、官公庁、金融機関、飲食店、百貨店、スーパー、旅行代理店

呼出番号テレビモニタ表示システムは大型テレビモニタと「受付くん」「チケットプリンタ」「順番
くん」「呼び出しくん」を組み合わせ、窓口業務に合わせた顧客満足度の高いシステムを構築します。

番号呼出表示システム JTV シリーズ（簡易パッケージ版）

色弱の方で
も見やすい

白色 LED
を採用

MODEL2300P  調剤薬局・病院 会計呼出用

MODEL2300H  病院用

MODEL2300 構成

●簡易パッケージ化で低価格実現

●さらに大型画面で
　　ぐーんと見やすくなりました

●１～ 10 窓口診察室、呼出に標準対応（病院用）

●１セットからのカスタマイズ対応が可能（有償）

番号表示モニタ
（標準・23 インチ）

発券機
JP-1800

７セグ表示器（オプション）

番号指示器（オプション）
パソコンでの呼出操作が標準です

JP-10KB（C）

JU-200A-1L

JP-1800KT
JDC-500LE

JP-2000KT

デスクトップパソコン
（標準）

ノートパソコン

HUB

（標準）

（オプション）

（オプション）

（オプション）

（オプション）

配色を自由に変更できます。

OR

発券機で
受付番号を発行する

調剤薬局仕様
MODEL2300P
病院仕様
MODEL2300H ↑病院仕様 ↑調剤薬局仕様

表示画面に番号表示

発券機または処方箋受付機で
受付番号を発行する

受け付け

番号指示器、
または操作画面で行う

番号指示器、
または操作画面で行う

呼び出し動作の流れ



受付番号システムの情報の流れ
呼出番号用
大型番号表示器
受付け窓口音声案内
JD-500LV

番号指示器
JDC-500LA

待ち人数表示発見機
JP-1800KBD

窓口デスク
待ち人数

発券番号

入り近傍

呼出番号待合い
スペース

無線通信

ピンポーン。
番号札□○番のお客様
窓口にお越し下さい。

ＪＰ-1800ＫＴ

ＪＰ-2000ＫＴ

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-5321T（JD-510LV／ JDC-500LD× 4式　JP-1800KT）

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-6331T（JD-510LV／ JDC-500LD× 4式　JP-2000KT）

1対ｎ型（任意番号対応）

ｎ対１型

1対ｎ型（任意番号対応）

ｎ対１型

有線LAN

有線LAN

無線仕様イメージ図

有線LAN仕様イメージ図
表示器数 対 番号指示器数

表示器数 対 番号指示器数

JD530LV

JDC-500LA

■目に優しい白色 LEDを使用。
■音声で案内します。
■自動打ち出し（チケットの１枚出し）。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-6300（JD-530LV＋ JDC-500LA＋ JP-1800KAD）

ＪＰ-1800ＫＡＤ

123 番の方、
窓口へどうぞ。

JDC-500LA

JD530LV

■目に優しい白色 LEDを使用。
■音声で案内します。
■�指示打ち出し（発行時間が正確にわかります）。
　チケットの１枚・２枚出しができます。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-6301（JD-530LV＋ JDC-500LA＋ JP-1800KBD）

ＪＰ-1800ＫＢＤ

123 番の方、
窓口へどうぞ。

JDC-500LA

JD510LV

■目に優しい白色 LEDを使用。
■窓口番号と呼び出し表示を同時に音声で案内します。
■自動打ち出し（チケットの１枚出し）。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-6100（JD-510LV＋ JDC-500LA＋ JP-1800KAD）

ＪＰ-1800ＫＡＤ

356 番の方、
5 番窓口へ、

どうぞ。

JDC-500LA

JD510LV

■目に優しい白色 LEDを使用。
■窓口番号と呼び出し表示を同時に音声で案内します。
■指示打ち出し（発行時間が正確にわかります）。
　チケットの１枚・２枚出しができます。
■無線通信の為設置が簡単です。
■待ち人数の表示で順番が確認できます。

待ち人数順番表示システム  順番くん
JDS-6101（JD-510LV＋ JDC-500LA＋ JP-1800KBD）

ＪＰ-1800ＫＢＤ

356 番の方、
5 番窓口へ、

どうぞ。

用途で選べる４タイプ

パソコン仕様
無線変換器 JDC-220 は、パソコンなどの外部機器と順番表示
システム呼び出しくんの無線チャンネルを接続するための
インターフェース装置です。

順番表示システム　イメージ図

表示器数 対 番号指示器数

表示器の裏面でも
待ち人数の確認ができます。

JD-550 JD- 560
 570
 580

取り付けは豊富な機種で対応！

チケットプリンタと LED 表示器を無線通信でセットしたシステムです。
受付順に受付番号を自動発行すると同時に待ち人数をプリンタに表示します。目に優しい白色
LED 番号表示器に加え、音声アナウンスによる番号呼び出しでご高齢の方も優しくご案内します。

用 途  病院、自治体、調剤薬局、携帯電話ショップ

待ち人数順番表示システム　順番くん
（ポール・壁掛け・スタンド・天吊り・ポール式スタンド）

確実でスムーズな受付業務を実現する順番表示システム

表示と音声でお客様へのサービス向上のため、一歩進んだサービスを提供します。

用 途  病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店

順番表示システム　呼び出しくん

JD-530

JDC-500

白色LEDの採用で見やすさぐんとアップ！
目にもやさしく安心です。

３桁タイプ
窓口２桁
表示３桁

JD-520

４桁タイプ

JD-540

３桁タイプ
窓口１桁
表示３桁

JD-510

３桁タイプ

JD-530

表示器裏面

ポール式 標 準 天井吊り式 オプション

ポール式
スタンドタイプ

オプション

壁掛け式 標 準 スタンドタイプ 標 準

※バーコードリーダー別売



用 途  各種食品生産工場など

包装シートに直接印字でラベル不要。

■包装シートに直接印字でラベル不要。
■既存機器に取込が可能です。
■パソコンからデータでプリントができます。
●印字方式：熱転写方式　●印字有効幅：106.6mm
●ドット密度：12dot/mm　●印字速度：200mm/sec

リボン交換が簡単にできて安定した印字品質が
保たれます。

熱転写プリンタメカ
JHS-1740A（４インチ）

機器組み込みでパネル型で、多用途

カッティングプリンタ
JSC-2220LA（58mm幅）

■機種が多く印字スピードが速い。
■各種様々な大きさの文字を印字できます。
■�外部信号でフルカット／パーシャルカットが可能。
●印字方式：サーマルライン・ドット式
●ドット密度：8dot/mm　●印字速度：約 80mm/sec

■業界を圧倒する最小の設置面積。W267 × D246
■新型センサー採用で安定した引換券取り出しができます。
■引換券に固定QRコード印字を追加しました。
■従来機より搬送音、印字音が静かになりました。
■処方箋の印字に黒色／赤色が選択できます。
■書類と依頼人の連携照合ができ、ミスのない正確な受付業務ができます。
■印字内容はパソコンで簡単に編集でき、SDカードで本体にセットアップさせます。
■操作パネルで各種モードの設定ができます。
■お客様へ音声出力で確認通知ができます。
■複数台での多人数同時受付でも、正確な連動機能で発券できます。

●寸法：267（幅）× 211（高さ）× 246mm（奥行き）
●印字方式：熱転写（処方箋・申込書・申請書）感熱ラインドット（受付票・引換券）
●ドット密度：8dot/mm

■印字内容はパソコンで簡単に編集でき、SDカードで本体にセットアップさせます。
■簡単な手差しで処理速度がスゴク速い。
■処方箋に鮮明なバーコード印字ができます。
■連動は LAN仕様で印字速度が速く距離も問題なし。

●印字方式：熱転写（処方箋・申込書・申請書）感熱ラインドット（受付票・引換券）
●ドット密度：8dot/mm

書類受付機 受付くん／ JU-400A 簡易型書類受付機 受付くん／ JU-200A-1

書類にバーコード、受付順、年・
月・日・時などのデータが印字
され、書類申請者に順番票が
発券されます。

承った申請書類・処方箋には、
受付番号とバーコードが印字
されます。

その他

様々なニーズに的確に応える信頼の技術力
書類受付機（処方箋受付機）  受付くん
用 途  病院、自治体、調剤薬局

● 10 台まで連携が可能です（パソコン不要）。　　●高速発券
●紙の交換が簡単です。
●印字内容も専用ソフト（付属）を使用し、簡単に内容変更ができます。

用 途  病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯電話ショップ、各店

番号発券機 JP シリーズ

発券場所が複数箇所になってもOK!

選べるカラーロール紙
JR-221（無地） JR-221-P（ピンク）

JR-221-B（ブルー）

JR-221-Y（イエロー）

※実際の色と若干異なる
　ことがあります

ロール紙の交換方法

ペーパーをセットし前面カバーを
閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。

３台連動、PCへ出力

パソコン

番号管理機
JDC-230

ハブ

JP-1800
JP-1800

JP-1800

印字サンプル【縮小】
2枚出し

切
り
取
り
箇
所（
一
点
残
し
）

2タイプ標準

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KA

（自動打ち出し）

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KB

（指示打ち出し）

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KAD

（自動打ち出し待ち人数表示）

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KBD

（指示打ち出し待ち人数表示）

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KC
（カード打ち出し）

■�番号カードが自動で出て
きます。

■�２枚出し発券ができます。
（１～ 99 枚設定）

■�押ボタンを押して発券し
ます。（発券時間が正確に
わかります）

■�２枚出し発券ができます。
（１～ 99枚設定）

■ �JD-500 シリーズの表示器
と連動します。

■�同時に２枚出し発券がで
きます。（１～ 99枚設定）

■ �JD-500 シリーズの表示器と
連動します。
■�２枚出し発券ができます。
（１～ 99 枚設定）
■�通信は LAN、無線どちらか
選択できます。

■�２枚出し発券ができます。
（１～ 99 枚設定）

■通信はLAN

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-2000KT
（タッチパネル方式）

15 インチの大型液晶
タッチパネル方式で
多用途１～８項目、
別々の番号発行が可
能、簡単なメッセージ
を横スクロール表示
ができます。

■ �15インチの大型液晶採用で文字が大きくて見やすいので
操作が楽にできます。
■�パソコンではないので電源投入後、即使えます。
■�最高８項目の表示が作成できます。８項目の待ち人数
も表示します。

番号発券機
（チケットプリンタ）
JP-1800KT
（タッチパネル方式）

■�タッチパネル方式で表示は綺麗で明るい液晶表示を使用
しています。
■�最高８項目の名称設定が自由にでき、各項目の番号が発
券ができます。
■�５ヵ月間の集計可能（当日、１～４週間前、１～４カ月
前、任意期間、選択可）。（JP-1800KT）

番号管理機

JDC-230

JDC-230 は発券機の番号管理を一括
して行う制御装置です。

【仕�様】
●インターフェース
　LAN（TCP/IP）
●対応グループ数　１～ 10
●対応番号範囲
　１～ 999999
●番号リセット機能
　各グループ２設定ずつ

JP-1800KT
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検 索検 索ジョイシステム

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。
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