①

お客様のニーズに応えるやさしい機能

②

タッチパネル式券売機

⑤

①②⑤
英語表記に切り替え

③

④

操作手順などを英語表記に切り替えます。

②③⑤

使用食材の
アレルギー情報の表示
食物アレルギーの原因となる食物を、メニューにアイコンで表示します。

④⑤
カロリーの自動計算
※メニュー名は別途設定する必要があります。
メ
名は別途設定する必要があります
が
※アレルギー情報の表記は、
レルギ
ギ 情報の表記は メニューを設定する際に、
メ
を設定する際に
アレルギー情報を登録する必要があります。※カロリーの自動計算は、メニューを設定する際に、
カロリー情報を登録する必要があります。※本機能は、設定するボタンの大きさにより制限されます。

食券購入前にカロリー数を入力すると、制限を超えた場合は、表示しない
ようにします。

見やすく やさしく 美しく
オプション
■ 安定脚

■ 売り切れ装置

床にアンカーボルトで固定できない場合に、転倒防止のために取り付けます。
※製品の背面が、壁である場合にのみ使用可能です。

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。

■ 防盗チェーン

■ キッチンプリンター

製品の無理なこじ開けを未然に防ぎます。

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。

ICカードで決済することができます。※ICカードの運用は、事前に確認が必要です。

■ 設置寸法図（単位：mm）

■ 寸法図（単位：mm）
VT-T10M

型式

硬貨

最大277

650

20以上

20以上

11
0°

11
0°

500円、100円、50円、10円

紙幣収納枚数

一万円×約300枚 五千円×約300枚
二千円×約100枚 千円×約800枚
＊官封券
紙幣

五千円×約300枚 千円×約800枚
＊五千円は一万円に変更可能 ＊リサイクル可能 ＊官封券

硬貨

500円×350枚以上 100円×1,000枚以上
50円×600枚以上 10円×1,000枚以上

券仕様

「同時印刷券」24〜120mm（6mmピッチ）
×57.5mm
「印刷済みロール紙」55.9〜203.2mm×57.5mm

券容量

「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

使用電源

AC100Ｖ±10Ｖ（50／60Hz）

消費電力

待機時136W

使用環境

屋内、温度5℃〜35℃、湿度30％〜80％（結露なきこと）

外形寸法

650（W）
×300（D）
×1,450（H）mm

質

165kg（オプションを除く）

量

650
20以上

一万円、五千円、二千円、千円
10〜99,990円（10円ステップ）

つり銭容量

1,360以上

300

20以上

紙幣

価格設定

集計機能

71

1,450

使用通貨

650

最大72口座フリーレイアウト

口座数

20以上

■ 仕様

■ICカードリーダーライター

300

発券するチケットにミシン目を入れることができ、回数券（つづり券）として利用
できます。

最大624

■ 横ミシン目ユニット

22インチワイドタッチパネルで
メニューをフリーデザイン、フリーレイアウト

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。

定格（最大）281／282W

管

●J IS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。

理

者

名

※券職人はグローリー株式会社の登録商標です。

連 絡 先 住 所
連絡先電話番号
自 動 販 売 機 統 一 ステッカー

※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。

Ticket Vending Machine
UNI V ER SAL DE SIGN V T-T10 M
本
社
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野 1-3-1

TEL（079）297-3131（代表）

自動サービス機器営業統括部 自販機営業部
〒101-8977 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX

※

はグローリー株式会社の登録商標です。

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）

このカタログの記載内容は、2012年 4月現在のものです。

DG 789 PKN0412 SA

求めたのは、よりヒューマンなサービス。

Ticket Vending Machine
UNIVERSAL DESIGN VT-T10M

お客様の思いに応え、心に触れる、タッチパネル・コミュニケーションへ。

運用に合わせてメニューをフリーデザイン・フリーレイアウト
どのようなメニュー提案にすれば、お客様により一層使い勝手のよいものに

メニュー内容や運用形態に合わせて、
３つのモードからメニュー画面の表示スタイルが選べます。

なるだろう。メニュー販促の強化や管理業務の効率化に貢献できるだろうか。
美しく魅力的なメニュー表現、直感的でわかりやすい操作性、そしてよりきめ

メニュー内容を細かく設定する【こだわりモード】
メニューごとにトッピングやサイドメニュー、
調理方法などを細かに設定することができ
ます（最大10種類まで）。

細かな情報提供。機能の進化は、よりヒューマンなサービスをかなえていく
ための進化です。グローリーのタッチパネル式券売機VT-T10Mが、券売機の
イメージを大きく変える革新のインターフェースを提供します。

使いやすさをすべてのお客様へ
カラーユニバーサルデザイン
メニューボタンやガイダンス、さらに操作部などは、多様な色覚
に配慮した配色デザイン。標準搭載のテンプレート画面は、NPO
法人カラーユニバーサルデザイン機構のカラーユニバーサル
デザイン認証を取得しています。

管理のしやすさをお店の方へ

1. メニ
1
メニューを選択
を選択

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-G10／ B10／ S10
が混在していても集計が可能です。

○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。

本

売上データ
メニュー
配信

営業店

カテゴリーを決めてからメニューを選択する【スタンダードモード】

部

売上データ

複数画面を切り替えてお好みのメニューを
選 べます。カテゴリーごとにたくさん の
メニューを表示することができます。

メニュー
配信

営業店

1. カテゴリ
1
カテゴリーを選択
を選択

タッチパネル式券売機VT-T10M
▲CUDマーク

▲CUD 対応画面

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構によって、操作画面が色覚の個人差を
問わず、できるだけ多くの方に見やすいように配慮して作られていると認定された
製品に対してのみ表示できるマークです。NPO法人カラーユニバーサルデザイン
機構は、2010 年内閣総理大臣表彰を受賞しました。

2. 調理方法やト
2
調理方法やトッピングを選択
ピングを選択

2. メニューを選択
2
メニ
を選択

ダイレクトにメニューを選択する【シンプルモード】
ひとつの画面で最大72品目までのメニュー
を一覧表示します。従 来の押しボタン式
券売機と同様の使い方ができます。

操作部の集中レイアウト
紙幣・硬貨の投入口、つり銭の取り出し口など主要操作部を本
体中央の扱いやすい位置に集中レイアウト。また、硬貨は３枚、
紙幣は20枚まで一括投入できます。

1. メニ
1
メニューを選択
を選択 ※画面遷移はしません

販売モードを自動切り替え

▲硬貨 3 枚の一括投入が可能

▲紙幣20枚の一括挿入が可能

ランチタイムとその他の時間のメニュー内容
を変えて販 売したい時など V T-T10 M なら
簡単。時間帯に合わせて「シンプルモード」
と
「スタンダードモード」を自動的に切り替えて
営業ができます。

アニメーション音声ガイダンス
画面に表示されるアニメーションと音声ガイダンスで操作手順を
ナビゲート。お子様やご年配の方でも簡単にお使いいただけます。

繁忙時は シンプルモ
繁忙時は、
シンプルモードでお客様の回転率を
ドでお客様の回転率を
上げます。

その他の時間帯はスタンダ ドモ ドで客単価
その他の時間帯はスタンダードモードで客単価
アップを狙います。

