
自動釣銭機



POSターミナルと連携することで
誰でも簡単にスピーディ且つ、
ゆとりある会計操作をサポートします。

2

FAL2は、業界トップクラスの多機能・高性能を兼ね備え、ご使用いただく方に安心・安全をご提供する信頼性の高い自動釣銭機
です。さらにメンテナンス性を大幅に改善するなど、店舗の現金管理業務の効率化とお客様の満足度アップを強力に
サポートします。

前面下部も円柱状の二次曲面にまとめ、人へのやさしさを考慮し流れるような一体感のあるデザインです。

　　  多機能
人にやさしく、使いやすいきめ細かな機能を搭載
●紙幣・硬貨ともにＪＡＭオートリセット機能を搭載。
　釣銭機に入金された紙幣・硬貨が万が一、詰まった場合は、自動的に詰まりを解除し、入金処理を再開します。
●自己精査機能を搭載。（紙幣は標準搭載／硬貨はオプション搭載）
　現金を釣銭機内から出し入れせずに在高の再計算ができるため便利です。

●紙幣・硬貨の入出金の状態を見て直ぐわかるガイドランプを搭載。
●自動釣銭機の日常のお手入れを自動的にお知らせする
　清掃ランプを搭載。

　　  安心・安全
レジ担当者への安心・安全と使いやすさを追求します。

　　  高性能
お客様の取引処理スピードアップと高信頼性を追求します。
●硬貨の入出金処理スピードを大幅に向上。
　処理スピード：当社従来モデルの約３倍
●紙幣入出金口を大容量化（１００枚）し、補充作業、高額会計処理を
　大幅に改善。

操作ボタン・表示パネル

紙幣入出金口（大容量）

カセット抜差キー（左） リジェクト紙幣回収キー硬貨出金口

硬貨リジェクト口

ガイドランプ

ガイドランプ
硬貨投入口

流れるような一体感、コンパクトで使いやすいデザインへステップアップしました。

自動釣銭機運用の流れ

預かり金入力の手間を省き、違算の心配がありません。入金優先運用

スピーディなオペレーションでお客様をお待たせしません。釣銭優先運用
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お客様へのサービス向上とレジ現金管理業務の効率化をサポートします。
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ＮＥＣ自動釣銭機は、レジ担当者が安心してスピーディにお客様への接客対応が行なえるよう、「安心・安全」と「使いやすさ」を徹底追求し、
店舗業務効率化と顧客満足度向上をサポートします。

●入金状態がひと目でわかるガイドランプ
を搭載。また、異物落下孔による異物混入
防止も考慮しています。

硬貨投入口
●入出金動作時はシャッターを閉め、動作
中の操作ミスがないように配慮。シャッター
を閉めておく事で異物混入も防止します。

●入出金口を使用して、リサイクル収納庫
の自己精査（全回収／全投入）を行なうこと
が可能です。現金を釣銭機内から出し入れ
せずに在高の再計算ができるため便利で、
安全です。

シャッター／自己精査機能搭載

●現金を露出することなく回収する事が可
能です。紙幣回収カセットを回収する際は、
リジェクト紙幣も同時に回収できるので、回
収漏れもなく安心です。

紙幣回収カセット

●装置を開閉することなく、リジェクト紙幣
の回収ができるので、途中点検作業の作業
効率が改善されます。

紙幣リジェクト庫

●入出金状態がひと目でわかるガイドランプを搭載。紙幣の入出金口
は操作性に優れ実績のある水平横挿入方式を採用し、高速な入出金を
実現します。

紙幣の入出金口

●お釣りをお返しする際の操作性を考慮し
中央に配置。出金状態がひと目でわかるガ
イドランプや取り忘れ防止機能を搭載。お
釣りが残っている場合、次の出金処理は停
止します。

硬貨出金口

●硬貨出金口にトレースルー機能を搭載し
ており、全回収時に連続で全ての硬貨を回
収可能です。

トレースルー機能

●投入した硬貨がリジェクトされた場合は、
リジェクト口に返却され、ガイドランプがお
知らせします。自動販売機の返却口と同様
なカバーを採用しており、操作も簡単です。
カバーは釣銭機の運用に合わせてロックす
ることも可能です。

リジェクト口

入 金

出 金

硬貨部 紙幣部
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POS画面を見ながらの簡単な操作で、
レジ担当者は迷うことなく的確ですばやいオペレーションが可能。

お手入れは清掃ランプが点灯したときのみ実施
誰でも簡単操作で清掃ができる安心・安全をサポートします。

点検、精算 補充、出金

釣銭準備金の不足、溢れの際に画面には警告を表示。補充、出金などの作業も
POS画面を見ながら簡単に操作できます。

釣銭機内の在高が画面に表示されるので、点検、精
算処理も正確で、スピーディな処理を可能にします。

操作ボタン・表示パネルを搭載し、各運用状況に応じたタイムリー且つ的確な対応をサポートします。
お手入れも清掃ランプが点灯したときのみ、誰でも簡単に清掃できます。

紙幣部

お手入れが必要になると、上部清掃ランプが自動的に点灯してお知らせします。
硬貨部の清掃は基本的にボタンを押すだけ。綿棒も挿入口に入れてぬぐうだけ。
誰でも簡単な操作で清掃でき安心です。

硬貨部

操作ボタン・表示パネル
釣銭補充、在高確認等は「十字キー」で
簡単に操作できます。

紙幣部の清掃は、紙幣の入出金中に紙幣搬送路でセルフクリーニング
を行なっており、清掃の手間を軽減でき安心です。

ボタンを
押すだけ

紙幣・硬貨の収納状態などをランプでお知らせします。
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簡単操作

マルチ機能

異常セット検知機能搭載で安心運用を実現

棒金を置くとリアルタイムに在高を反映し、管理
できます。また、異常セット検知機能を搭載。セッ
ト状態をひと目で確認できる収納庫ランプを搭
載しており、誤ってセットしてもすぐに確認でき
るため、安心して使用できます。

スリット機能搭載により業務効率・セキュリティを向上

収納庫ランプで異常を通知
棒金正常セット状態

棒金が正しくセットされると、
収納庫ランプが緑色に点灯

棒金異常セット状態

棒金が誤ってセットされると、
収納庫ランプが赤色に点灯

棒金未セット状態

棒金がないときは、
収納庫ランプが消灯

釣銭機のオプションとして、釣銭切れの解消や現金トラブル
の防止など、より厳正な現金管理を実現します。また、レジ
の業務効率が大幅に向上するだけでなく、作業担当者の精
神的負担を軽減します。

棒金だけでなく「バラ銭」「紙幣」「商品券・金券」、さらに「印鑑」まで収納できます。 紙幣／商品券・金券用、硬貨用それぞれの
スリットを搭載しています。

紙幣／金券スリット 硬貨スリット

バラ銭収納庫の下に小物入れを搭載 6コインケースの下に、紙幣、商品券・金券
を収納可能なスペースを搭載

ドロアを開けることなく、簡単に紙幣、商品券・金券をドロア内
に収納でき、セキュリティ面も安心です。

バラ銭収納庫

小物入れ

小物入れ（印鑑収納）

6コインケース

紙幣／金券収納庫

N8384-701棒金ドロア

運用イメージ
バックヤード

バックヤードで
釣銭機＆棒金ドロアの

在高監視

補充用の準備金を用意

補充 出金 途中集金

残値回収

翌日の準備金を残して、
売上金を回収

もうすぐ空になる金種を
釣銭機へ入金

釣銭機に準備金を
残しているため、

翌朝開設する時の作業は、
棒金ドロアに

棒金を収納するだけ

棒金ドロアから入金
棒金ドロアへ収納

もうすぐ満杯になる
金種がある時は、

画面操作で出金。棒金ドロアの
専用スペースに収納

運用の途中で一万円札を
回収する時は、
紙幣回収カセットを
そのまま交換

点検、精算

釣銭機と棒金の在高は自動計数されて
いるため、点検、精算時はドロア内の紙幣と

バラ銭のみカウント

FAL2のオプションとして棒金ドロアをサポートします。

通常運用

レジの申告前に
準備金を届ける

釣銭準備金が
もうすぐ空、
またはもうすぐ
満杯の時に
画面に警告表示

在高不足
警告



自動釣銭機 FAL2

棒金ドロア

●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様、デザインの変更をすることがありますのでご了承ください。
●本カタログに記載されている製品の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
●本製品（ソフトウェアを含む）が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に
　日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意書きをご参照ください。

日本電気株式会社 〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

お問い合わせは、下記へ

NEC システムデバイス事業部

安全に関するご注意 ご使用の前に、各種マニュアルに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

Cat.No. E12-15111324J

※本カタログに使用されている画面は一例です。
※製品の仕様・デザインは改良のために予告なく変更することがあります。また、印刷により実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

Ｎ８３８４－１１１

N8384-701

取  扱  金  種

入 出 金 方 式

最大取引枚数

計  数  速  度

収  納  容  量

　

入金

出金

入金

出金

入金

出金

入金

出金

紙幣収納庫
硬貨収納庫
紙幣回収庫
紙幣リジェクト庫
硬貨リジェクト庫

1円
5円
10円
50円
100円
500円

2本（50枚/本）×2収納庫（計4本）
2本（50枚/本）×1収納庫（計2本）
2本（50枚/本）×2収納庫（計4本）
2本（50枚/本）×1収納庫（計2本）
2本（50枚/本）×2収納庫（計4本）
2本（50枚/本）×1収納庫（計2本） ※2本（20枚/本）×1収納庫への変更可能
6コインケース下に収納スペースあり
紙幣用、硬貨用それぞれあり
目視計数目盛り付きバラ銭収納庫あり（1円、10円、100円×50枚）
6コインケース×1
2箇所

棒金のセット検知（異常セット検知、有無検知あり）
ドロアの開閉検知
棒金セット検知時、収納庫ランプ点灯　※各収納庫（2本／ 1箇所）に1つ
電磁ロックまたはドロアオープンキーの両方で開閉可能
標準でNEC製POS TWINPOS5000シリーズ／9000シリーズに接続＊1
440（W）×460（D）＊2×114（H）＊3mm
約12kg
USB2.0準拠
5V ： 500mA（USBより供給）

棒 金 収 納 部

紙幣／商品券・金券
スリット
硬貨

小物入れ

検知機能

開閉
標準接続POS
外形寸法
質量
インタフェース
電源

仕様

仕様

外形寸法図

オプション

用　途

＊ ： Ｎ８３８４-５０１～ Ｎ８３８４-５12は6種から1本を選択

N8384-504＊

N8384-503＊

N8384-502＊

N8384-501＊

ＮＥＣ［ＦＡＬ２］

型　番

通信ケーブル（4ｍ）
＜メス－オス＞

通信ケーブル（2ｍ）
＜メス－オス＞

N8384-512＊

N8384-511＊

通信ケーブル
（USB:4m）［FAL2］

通信ケーブル
（USB:2m）［FAL2］

通信ケーブル（4ｍ）
＜メス－メス＞

通信ケーブル（2ｍ）
＜メス－メス＞

N8384-413 設置ラック［FAL2］

N8384-415 紙幣回収カセット
［FAL2］

N8384-416 硬貨自動精査
ユニット［FAL2］

品　名

モ ー ド 対 応
硬貨トレースルー機能
標準接続POS＊
APインタフェース
外  形  寸  法

質　　　　量
電　　　　源
消  費  電  力

紙幣：4金種（万円、五千円、二千円、千円）
硬貨：6金種（新旧500、100、50、10、5、1円）

紙幣：3金種（万円、五千円、千円）
硬貨：6金種（新旧500、100、50、10、5、1円）

紙幣：入出金口への一括横挿入
硬貨：投入口への一括投入
紙幣：入出金口への一括放出
硬貨：出金口への一括放出

紙幣：100枚／回
硬貨：50枚／回
紙幣：100枚／回

硬貨：50枚／回（100円換算）
紙幣：約4枚／秒
硬貨：約6枚／秒

紙幣：9,000円／約2.7秒（最小枚数放出）
硬貨：999円／約1秒（最小枚数放出）
万円:100枚、五千円:100枚、千円:250枚

500円:105枚、100円／10円／1円:各160枚、50円／5円:各120枚
200枚（混合:万円、五千円、千円）

20枚（二千円兼用）
20枚（オーバーフロー庫兼用）

入金優先運用／釣銭優先運用をサポート
あり

標準でNEC製POS TWINPOS5000シリーズ／9000シリーズに接続
OPOS準拠（ただし、RAS機能はNEC独自）

約35kg
AC100V、50/60Hz

稼動時：約200W以下、待機時：約50W以下

490（W）×570（D）×135（H）mm
※突起部は含まず（電源は本体に内蔵）

116（W）×20（D）×30（H）mm
　94（W）×75（D）×22（H）mm

http：//jpn.nec.com/tsurisenki/
※上記Ｗｅｂサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

＊1：2016/5/初サポート予定　＊2：棒金ドロアキーシンダ、転倒防止冶具含まず　＊3：ゴム足含む

2015年11月現在

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

＊本機は、ＰＯＳ等の周辺機器として動作します。

〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのRS-232C通信ケー
ブルです。　ケーブル長 ： 2m
〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのRS-232C通信ケー
ブルです。　ケーブル長 ： 4m
〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのRS-232C通信ケー
ブルです。　ケーブル長 ： 2m
〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのRS-232C通信ケー
ブルです。　ケーブル長 ： 4m
〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのUSB通信ケーブル
です。　ケーブル長：2ｍ
〈選択必須オプション〉
POSと釣銭機間を接続するためのUSB通信ケーブル
です。　ケーブル長：4ｍ

POSを釣銭機の上へ直接おく場合に必要です。

紙幣回収カセット入れ替え運用を採用する場合に必要な数
量を手配してください。

硬貨の自動精査する場合に必要なユニットです。

490mm

64
1m
m

57
0m
m

17
3m
m

135mm




