
U
P
-N

300  
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

UP-N300
アプリケーションソフトウェア説明書
～設定登録編～ （伝票売上対応版）



本書は2014年11月発行のJET-S端末接続に対応した「伝票売上対応版」ソフトウェアについて説明しています。

以前の「伝票売上対応版」ソフトウェア(Version 2.0.0)をご使用の場合、一部の機能について動作が異なり、以下の内容になり
ますのでご注意ください。
・業務選択画面の[電源を切る]ボタンは[シャットダウン]と表示されます。
・デバイス設定にJET-S決済端末の設定（☞83ページ）はありません。
・メディアキー設定（☞47ページ）で「決済」の項目は「クレジット決済」と表示され、「決済する/しない」の選択になります。
・クラウドシステム利用時、本機での音量設定（☞66ページ）はできません。
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■■ はじめに
. .正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。
. .なお、取扱説明書は、保証書とともに必ず保存してください。
. ●本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。
. ●本書の内容およびこのアプリケーションソフトウェアは、改良のため予告なく仕様の一部を変更することがあります。
. ●.本書およびこのアプリケーションソフトウェアは厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一不具合が

ありましたら、お買い上げの販売店またはシャープのご相談窓口にお問い合わせください。
. ●.このアプリケーションソフトウェアは、当社製POSターミナルUP-N300専用のソフトウェアです。他の製品では使用

しないでください。
. ●.お客様または第三者が、このアプリケーションソフトウェアの使用中に生じた不具合またはこのアプリケーションソフ

トウェアの使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を
負いませんので、あらかじめご了承ください。

このアプリケーションソフトウェアを使用するに際し、お客様には以下の制限事項を遵守していただきます。
お客様がこのアプリケーションソフトウェアを使用した時点で以下の制限事項に同意したものとみなします。
制限事項
. (1)..お客様は、このアプリケーションソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブ

ルをすることはできません。
. (2).お客様は、このアプリケーションソフトウェアの全部または一部を複製、改変できません。

■■ 取扱説明書の種類について
. UP-N300アプリケーションソフトウェアには、以下の取扱説明書があります。
. ・UP-N300　取扱説明書
. ・アプリケーションソフトウェア説明書～売上操作編～
. ・アプリケーションソフトウェア説明書～設定登録編～.（本書）
. ・アプリケーションソフトウェア説明書～セットアップガイド～
. 本書は、設定登録業務のうち管理者が使用できる項目について説明しています。

■■ 商標・登録商標について
. ●日本語変換は、バイドゥ株式会社のSimejiを使用しています。
. ●Google、Android™.は、Google.Inc..の商標または登録商標です。
. ●その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

■■ UP-N300アプリケーションソフトウェアについて
. このアプリケーションソフトウェアは、以下の基本システムを使用しています。
. プラットフォーム：Android™4.1
. 日本語入力システム：Simeji
. 日本語フォント：JIS第1水準、JIS第2水準文字（JIS×0208-1983）
. ※対応文字については、付録の「使用できる文字について」（☞125ページ）を参照してください。

ご注意 この製品は.Google.Inc..の.Android™.を搭載していますが、Android™.アプリケーションは搭載していません。
なお、Google.Play.Storeへの接続もできません。

■■ オーダーエントリーシステム（OES）との連携について
このアプリケーションソフトウェアは、当社指定のオーダーエントリーシステム（OES）と接続することができます。
オーダーエントリーシステム（OES）とは、UP-N300とハンディターミナル、マルチプリンターなどをネットワークで
接続し、それらを運用するシステムのことを指します。UP-N300をOESに接続して使用することで、ハンディターミナ
ルで入力したオーダーの内容をUP-N300側に呼び出して、売上操作をおこなうことができます。
接続できるオーダーエントリーシステム（OES）は当社指定の製品に限ります。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い
合わせください。
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設定登録
ここでは、このアプリケーションソ
フトウェアの設定内容とその設定
方法について説明しています。

基本的な操作
ここでは、このアプリケーションソ
フトウェアの基本的な操作方法に
ついて説明しています。

1.. 基本的な操作

1.. 開局処理と業務選択
2.. 設定登録業務について
3.. 設定内容の確認
4.. 設定
5.. 簡易設定
6.. 店名/領収証ロゴ
7.. 設定予約
8.. トレーニング
9.. ダイナミックJANロード
10..保守業務について

付　録
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基本的な操作

  ここでは、このアプリケーションソフトウェアの基本的な操作方法について説明しています。

 ■ タッチパネル操作について
  本書で説明するアプリケーションソフトウェアでは、すべての操作をタップでおこないます。

タップ
  画面に軽く触れて、指を離します。項目を選択したり、決定するときなどに使う操作です。

 ■ テンキーパッドの操作について
  開局処理（☞9ページ）や業務選択（☞10ページ）など、数字を入力する画面ではテンキーパッドが表示されます。テンキー

パッドを使用して数字を入力してください。ここでは、責任者入力画面を例に説明しています。

テンキーパッド

数字入力欄

Memo ・ 選択されている数字入力欄は黄色で表示されます。
・ ［OK］キーをタップすると、次の数字入力欄に移動します。また、入力したい数字入力欄をタップしても、入
力欄を選択することができます。
・ 数字を間違えたときは、［クリア］キーまたは［BS］キーを使用して入力を消去したあと、正しい数字を入力
しなおしてください。
　［クリア］キー・・・指定されている数字入力欄のすべての数字を消去します。
　［BS］キー・・・直前に入力された数字1文字を消去します。

 ■ 休止中画面について
  このアプリケーションソフトウェアには、スクリーンセーブ機能があり、無操作のまま指定した時間が経過すると以下の

休止中画面を表示します。休止中画面から復帰するには画面をタップしてください。

Memo  休止 キーをタップすることで休止中画面を表示することもできます。
前のお客様の伝票画面を隠したい場合等に使用します。
クラウドサービス利用時は、この機能は利用できません。

1. 基本的な操作



付　録

設定登録
ここでは、このアプリケーションソ
フトウェアの設定内容とその設定
方法について説明しています。

1.. 開局処理と業務選択
2.. 設定登録業務について
3.. 設定内容の確認
4.. 設定
5.. 簡易設定
6.. 店名/領収証ロゴ
7.. 設定予約
8.. トレーニング
9.. ダイナミックJANロード
10..保守業務について

基本的な操作
ここでは、このアプリケーションソ
フトウェアの基本的な操作方法に
ついて説明しています。

1.. 基本的な操作
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設定登録

. .ここでは、このアプリケーションソフトウェアをお使いになるときの準備作業について説明しています。

■■ 電源の入れかた/切りかた

電源を入れる
お使いの製品にACアダプターと電源コードが取り付けられ、電源コード
のプラグがコンセントに接続されていることを確認し、本体横の電源ボタ
ンを押します。

ご注意 .・..電源ボタンカバーを開けるときは、カバーの中央を持ってゆっ
くり開けてください。カバーの端を持って開けると、カバーが
外れたり、損傷の原因となります。
・..電源コードのプラグをコンセントに接続する前に、必ず本体に
ACアダプターと電源コードを接続してください。

Memo ・.次の場合は電源ボタンを押さなくても電源が入ります。
. ・電源プラグをコンセントに接続したとき
. ・停電復帰したとき
. ・ブレーカーをオフからオンにしたとき
・.はじめてこのアプリケーションソフトウェアをご使用になるときは、自動的にセットアップ画面が表示されま
す。セットアップのしかたについては、「アプリケーションソフトウェア説明書～セットアップガイド～」をご
覧ください。

OESをご使用の場合のご注意：
OESをご使用の場合は、先にOESの電源を入れ、OESの起動を確認してから、この製品の電源をいれてください。

Memo 　.OESの使用方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電源を切る
業務選択画面の [電源を切る ]ボタン（シャットダウンボタン）をタップ
します。
ボタンをタップすると、アプリケーションソフトウェアの終了処理が実
行され、その後自動的にシステムシャットダウンを実行します。しばら
くして画面が消えたら終了です。

ご注意 電源を切るときは、必ず [ 電源を切る ] ボタン（シャットダウン
ボタン）を使用してください。[ 電源を切る ] ボタン（シャット
ダウンボタン）を使用せずに電源ボタンを使って電源を切った場
合、使用中のアプリケーションソフトウェアのデータは失われま
す。また、電源を入れたとき、正常に動作しない場合があります。

電源ボタン
電源ボタン
カバー

シャットダウンボタン

1. 開局処理と業務選択
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■■ 開局処理をおこなう
開店前に、日付や天候、釣銭準備金などの情報を入力します。

1	 本体の電源を入れます。電源の入れかたについては「電源の入れかた/切りかた」（☞8ページ）を参照してください。

2	 開局処理画面が表示されます。
3	 開局情報を入力します。すべての項目を入力してください。

◆責任者番号
操作をおこなう責任者の番号を入力します。

◆シークレットコード
責任者番号で入力した責任者に対するシークレッ
トコードを4桁で入力します。

◆運用日付
売上処理をおこなう日付を8桁（年：西暦4桁、
月：2桁、日：2桁）で入力します。
Memo 6月の場合、「06」と入力します。

「0」を省略することはできません。

◆天候
運用日の天候を入力します。4つのアイコン（晴/曇り/雨/雪）から、該当する天候をタップしてください。

◆釣銭準備金
ドロアに入れるつり銭の金額を入力します。
Memo ・数字の入力方法については、「テンキーパッドの操作について」（☞6ページ）を参照してください。

・［ドロアオープン］をタップするとドロアを開けることができます。

4	［登録］をタップします。
開局処理が実行され、手順3で入力した内容が印字されます。

レシート印字例

Memo クラウドサービス利用時はレシートにクラウド接続の内容が印字されます。
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■■ 業務選択
開局処理が実行されると、業務選択画面が表示されます。また、各操作画面の［業務選択メニュー］ボタンをタップすると
業務選択画面に戻ることができます。（売上処理業務での操作方法については、「アプリケーションソフトウェア説明書～
売上操作編～」をご覧ください。）

1	 業務選択画面を表示させます。
Memo 売上処理業務、取引後訂正業務での登

録操作中は、業務選択画面に戻ること
はできません。

2	 操作をおこなう業務をタップします。

3	 責任者入力画面が表示されるので、責任者番号とシークレットコードを入力し、［登録］をタップします。

数字の入力方法については、「テンキーパッドの操作
について」（☞6ページ）を参照してください。

Memo ・.責任者は、業務選択画面から業務を選択するときにのみ指定できます。
したがって、各業務の操作中に責任者が交代する場合は、業務選択画面に戻って、次の責任者を指
定しなおす必要があります。
・.各責任者に対して、「責任者権限」を設定することで、操作可能範囲を制限することができます。責
任者権限は「オペレータ」、「責任者」、「管理者」の3段階に分けられ、オペレータ→責任者→管理者
の順に、操作可能範囲が広くなります。責任者権限の設定の確認については「責任者選択」（☞57ペー
ジ）を参照してください。

オペレータ 責任者 管理者
売上処理 ○ ○ ○
取引後訂正 × ○ ○
点検・精算 ○*1 ○ ○
設定登録 × ○*2 ○
保守 × × ○

*1..操作できる項目に制限があります。詳しくは、「アプリケーションソフトウェア説明書～売
上操作編～」をご覧ください。

*2..操作できる項目に制限があります。詳しくは、「設定内容の確認」（☞16ページ）以降の各項
目を参照してください。
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.
業務のなまえとはたらき

売上処理
各種登録をおこないます。

取引後訂正
レシート発行後に登録を取り消します。
取引後訂正業務で、誤ったレシートの内容を登録することにより、登録の取り消しができます。

点検・精算
1日の売上を点検／精算します。

拡張サービス
拡張サービスについては、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

設定登録
このアプリケーションソフトウェアを使う上で必要となる設定をおこないます。

保守
売上データや、設定データの管理をおこないます。（サービス担当者が使用します。）

Memo 本書では「設定登録」業務について説明しています。
「売上処理」、「取引後訂正」、「点検・精算」業務については「アプリケーションソフトウェア説明書～売上操作
編～」をご覧ください。

■■ ソフトウェアのアップデートについて
クラウドサービス利用時に開局処理をおこなったあと、業務選択
画面にアップデート確認のメッセージが表示された場合は、最新
のソフトウェアにアップデートする必要があります。内容を確認
して［閉じる］ボタンをタップしてください。
Memo アップデート確認のメッセージが表示されたあとは、

いつでもソフトウェアのアップデートを実行できま
す。メッセージが表示された直後にアップデートを実
行しない場合も、操作を続けることができます。

ソフトウェアのアップデート方法
ソフトウェアのアップデートは保守業務でおこないます。業務選
択画面で［保守］をタップし、責任者権限が「管理者」に設定さ
れている責任者を指定してください（☞10ページ）。
表示されるメニューから、［システムアップデート］をタップす
ると、「システムアップデート」画面が表示されます。内容を確
認して［システムアップデートを実行する］ボタンをタップし、
画面の指示にしたがってアップデートを実行してください。

※表示例は、.実際に表示される画面とは異なります。
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設定登録2. 設定登録業務について
ここでは、各種設定の設定方法について説明しています。

Memo ・		クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更す
ることはできません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。
・..ここで説明している操作は、すべて設定登録業務での操作です。責任者を指定する際は、「責任者権限」
（☞58ページ）が「責任者」または「管理者」に設定されている責任者を指定してください。

.

■■ 設定登録業務を選択する
. .設定登録業務を選択します。

1	 業務選択画面（☞10ページ）で［設定登録］をタップします。

2	 責任者入力画面が表示されるので、責任者番号とシークレットコードを入力し、［登録］をタップします。

数字の入力方法については、「テンキーパッドの操作に
ついて」（☞6ページ）を参照してください。

3	 設定登録業務画面が表示されます。
各項目の詳細については、以下のページを参照してく
ださい。
・「点検」（☞16ページ）
・「設定」（☞20ページ）
・「簡易設定」（☞99ページ）
・「店名/領収証ロゴ」（☞100ページ）
・「設定予約」（☞106ページ）
・「トレーニング」（☞108ページ）
・「ダイナミックJANロード」（☞111ページ）
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設定登録業務メニューの構成

.

機能キー※

商品設定※ 部門
PLU/JAN※

ダイナミックJAN※

PLU範囲
PLU/JAN在庫※

連結PLUテーブル
セットPLUテーブル
まとめ値引き
インストアマーキング
不加算バーコード
JAN削除期間

メニューキー

（－）※

％※

入金
出金

メディアキー

機能テキスト
部門グループ
PLUグループ

店名ロゴ選択
店名ロゴ作成
領収証ロゴ選択
領収証ロゴ作成

部門
PLU/JAN※

連結PLUテーブル
セットPLUテーブル
まとめ値引きテーブル

登録モード制限
機能選択
レシート印字選択
その他の設定

レシートプリンタ
スキャナ
外付け客側
ディスプレイ
JET-S決済端末

印字選択
時間帯レポート
連結レポート1
連結レポート2

伝票取引設定
OES設定
奉仕料対象テーブル設定

設定※

点検※

簡易設定※

トレーニング

ダイナミック
JANロード

店名/領収書ロゴ

設定予約※

現金
券
信用
掛
現金在高
（監視金額）設定
信用／券　釣
（限界額）設定
印紙領収（収入印紙
貼付最小額）設定

テキスト

責任者選択※

伝票番号設定

クレジット商品コード設定

電子ジャーナル

マシン設定

日付時刻

各種機能選択

レポート設定

メッセージ

デバイス設定

消費税設定

コマーシャルメッセージ
客層1メッセージ
客層2メッセージ
客層3メッセージ
客層4メッセージ
客層5メッセージ
客層6メッセージ
客層7メッセージ
客層8メッセージ
客層9メッセージ

消費税/奉仕料
税関連設定
予約消費税/奉仕料

伝票取引

※.責任者権限が「責任者」に設定されている責任者を指定した場合、※が付いた項目のみ設定することができます。（それ
以外の項目は表示されません。）
　責任者の設定内容については、「責任者選択」（☞57ページ）を参照してください。
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■■ 画面表示について
ここでは、設定登録業務画面の動き方について説明しています。

業務選択画面から操作する業務をタップすると、1階層目と2階層目が表示されます。
.

1階層目 2階層目

2階層目の項目をタップすると、２階層目が画面の左側に移動し、3階層目が右側に表示されます。
.

2階層目 3階層目

2階層目の他の項目をタップすると、3階層目の表示が切り替わります。

.

2階層目2階層目 3階層目3階層目
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■■ 各項目の設定入力方法について
設定する項目により、設定内容の入力方法が異なります。入力方法は以下の３種類です。

1.	選択肢がある項目の場合
選択肢がある項目の場合、設定項目をタップするとダイアログに選択
肢が表示されます。入力したい内容をタップすると、自動的にダイア
ログが閉じ、タップした内容が入力されます。
内容を変更しない場合は、［戻る］をタップしてください。
Memo 本書では、ご購入時の設定内容（初期値）に をつけ

て説明しています。このままの機能で使用する場合は、設
定しなおす必要はありません。

2.	文字を入力する項目の場合
商品名など文字を入力する項目の場合、設定項目の文字入力欄をタッ
プすると、画面の下側に文字入力ボードが表示されます。設定したい
テキストを入力してください。文字の入力方法については、付録の「文
字/数字の入力方法」（☞123ページ）を参照してください。

3.	数字を入力する項目の場合
商品の価格など数字を入力する項目の場合、設定項目の数字入力欄を
タップすると、画面の下側に数字入力ボードが表示されます。設定し
たい数字を入力してください。数字の入力方法については、付録の「文
字/数字の入力方法」（☞123ページ）を参照してください。
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設定登録3. 設定内容の確認
ここでは、このアプリケーションソフトウェアに設定されている内容を印刷して確認する方法を説明しています。

■■ 点検
指定した項目の設定内容を印刷して確認できます。

1	 設定登録業務画面で［点検］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	 内容を確認したい項目をタップします。
印刷する範囲や番号を指定する必要のない項目の場
合、自動的に印刷が開始されます。
確認できる項目は以下のとおりです。
・部門*1

・PLU/JAN*2

・ダイナミックJAN*2

・連結PLUテーブル*1

・セットPLUテーブル*1

・まとめ値引き*1

・JAN各種設定
・JAN削除期間
・機能キー
・メディアキー
・機能テキスト
・部門グループ
・PLUグループ
・責任者選択
・各種機能選択
・メッセージ
・消費税設定
・メニューキー
・デバイス設定
・店名/領収証ロゴ
・設定予約
・伝票取引.

*1. 印刷をおこなう範囲を指定する必要があります。開始番号と終了番号を入力してください。
*2. .「範囲指定」と「個別指定」を選択できます。「範囲指定」を選択した場合は、印刷をおこなう範囲の開始番号と終了番号
を入力してください。「個別指定」を選択した場合は、印刷をおこなうPLU番号/JANコードを入力してください。
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3	［印刷］をタップします。
印刷が開始されます。
印字内容については以下を参照してください。

◦部門設定の印字例

部門番号

部門名

◦	まとめ値引きテーブル	
設定の印字例

まとめ.
値引き名

まとめ.
値引きの.
テーブル.
番号

◦JAN各種設定の印字例

テーブル
番号

◦PLU/JAN設定の印字例

PLU/JANの.
指定範囲
PLU番号

PLU商品名

JANコード

JAN商品名

◦	セットPLUテーブル	
設定の印字例

テーブル.
番号
子PLU.
コード

◦	連結PLUテーブル	
設定の印字例

テーブル.
番号
子PLU.
コード

◦	ダイナミックJAN	
設定の印字例

◦	JAN削除期間設定の印字例

◦	機能キー設定の印字例

JANコード

JANの
指定範囲

つづく☞
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◦	メディアキー設定の印字例

◦	機能テキスト設定の印字例 ◦責任者設定の印字例

責任者番号
責任者名

責任者.
シークレッ
トコード

◦部門グループの印字例

グループ名

グループ.
番号

◦PLUグループの印字例

グループ名

グループ.
番号

◦各種機能選択設定の印字例
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◦	メッセージ設定の印字例

◦	メニューキー設定の印字例

◦	店名/領収証ロゴ	
設定の印字例

◦	設定予約設定の印字例

◦	伝票取引設定の印字例

◦	消費税設定の印字例

◦	デバイス設定の印字例
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4-1.■商品設定
商品設定メニューでは次の項目を設定できます。
・部門ごとに、単価の登録方法などを設定する【部門】（☞21ページ）
・PLU/JANごとに、単価や単価の登録方法などを設定する【PLU/JAN】（☞23ページ）
・登録されているダイナミックJANごとに、単価や単価の登録方法などを設定する【ダイナミックJAN】（☞26ページ）
・PLUを、一定の範囲を指定してから一括して設定する【PLU範囲】（☞29ページ）
・PLU/JANごとに、在庫数を設定する【PLU/JAN在庫】（☞31ページ）
・複数の商品を組み合わせて登録する【連結PLUテーブル】（☞32ページ）
・セット商品を登録する【セットPLUテーブル】（☞33ページ）
・まとめ買いの金額を設定する【まとめ値引き】（☞34ページ）
・お店だけで使用できるコードを登録する【インストアマーキング】（☞35ページ）
・不加算コードとして入力できるバーコードを登録する【不加算バーコード】（☞37ページ）
・長期間使われていないJANコードの削除期間を設定する【JAN削除期間】（☞38ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ 商品設定メニューを表示する
商品設定メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［商品設定］をタップします。
3	 商品設定メニューが表示されます。

Memo ［PLU範囲］は、クラウドサービス利用
時には利用できません。

4. 設定
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■■ 部門
部門を20のグループに分けることで、グループ別の売上を点検/精算レポートで確認できます。また、所属するグループ
により、登録時の属性（売上にプラスするかマイナスにするかなど）が決められます。
・グループ01～15.：プラス部門
・グループ16. ：マイナス部門
・グループ17. ：プラス雑部門
・グループ18. ：マイナス雑部門
・グループ19. ：プラス空ビン部門
・グループ20. ：マイナス空ビン部門
Memo 雑部門とは、売上累計に計上されない特別なグループで、商品送料や委託販売商品などの販売委託費に使用します。

.

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［部門］をタップします。

2	 部門番号を入力し、［選択］をタップします。
部門番号は1～500の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい部門をタップして

も選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
グループ
部門名
単価登録方法
消費税種別
課税対象
奉仕料対象
最大登録値
レシートタイプ

◆	グループ
部門のグループ分けです。グループによって、登録する商品の符号や、動作が異なります。
以下の項目のいずれかに設定できます。初期値は「グループ01（プラス部門）」です。
・グループ01～15（プラス部門）. ：.通常の売上を登録するグループです。
・グループ16（マイナス部門）. ：.支払い金額を登録するグループです。
・グループ17（プラス雑部門）. ：売上に計上されない金額を登録するグループです。
・グループ18（マイナス雑部門）. ：.売上に計上されない支払い金額を登録するグループです。
・グループ19（プラス空ビン部門）. ：.ビン代金を登録するグループです。
・グループ20（マイナス空ビン部門）.：.空ビン代金を支払うグループです。

つづく☞
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◆部門名
部門の名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、部門番号001の場合「部門001」です。

◆単価登録方法
売上操作での、単価の入力方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・オープン：置数キーによって単価を打ち込む登録方法です。（オープン登録）
・禁止：この部門への登録を禁止します。（登録禁止）

◆消費税種別
消費税計算をするときに使用する課税率の種類です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・消費税1：消費税率1で課税されます。
・消費税2：消費税率2で課税されます。
・消費税3：消費税率3で課税されます。
・消費税4：消費税率4で課税されます。
Memo 課税対象が非課税の場合、消費税種別の設定は無視されます。（どれが選択されていても構いません）

◆課税対象
登録する商品の課税方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・内税：内税課税で計算します。
・外税：外税課税で計算します。
・非課税：非課税で計算します。

◆奉仕料対象
登録する商品を奉仕料の計算対象にするか対象外にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・対象外：奉仕料の計算対象にしません。
・対象：奉仕料の計算対象にします。

◆最大登録値
登録金額の誤りを防ぐための登録単価の制限です。0～9999999の範囲で入力できます。
「0」に設定すると、オープン登録が禁止されます。初期値は「9999999」です。

◆レシートタイプ
登録時に発行される食券のレシートタイプです。以下の項目のいずれかに設定できます。
・シングル：商品ごとに食券を1枚発行します。
・ダブル：商品ごとに食券を2枚発行します。
Memo レシートタイプの設定は、食券を発行する設定にしている場合のみ有効になります。

また、クラウドサービス利用時には利用できません。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
別の部門の設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

Memo 不要になった部門番号を削除するときは、次のとおり操作します。
①手順2で、削除したい部門番号を選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

オープン：置数キーによって単価を打ち込む登録方法です。（オープン登録）オープン：置数キーによって単価を打ち込む登録方法です。（オープン登録）

消費税1：消費税率1で課税されます。消費税1：消費税率1で課税されます。

内税：内税課税で計算します。内税：内税課税で計算します。

対象外：奉仕料の計算対象にしません。対象外：奉仕料の計算対象にしません。

シングル：商品ごとに食券を1枚発行します。シングル：商品ごとに食券を1枚発行します。
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■■ PLU/JAN
PLU番号を使うと、部門より細分化された商品管理ができます。
JANコードについては、「JAN/EAN/UPCコードについて」（☞120ページ）をご参照ください。
Memo このアプリケーションソフトウェアでのPLU/JANのコードの表示順は以下のとおりです。

　①PLU
　②JAN13（EAN13および0以外の数字で始まるインストアマーキング13桁NON-PLUを含む）
　③JAN8（EAN8およびインストアマーキング8桁コードを含む）
　④UPC-A（0で始まるインストアマーキング13桁NON-PLU［先頭の0を省いた12桁NON-PLU］を含む）
　⑤UPC-E　
.※各番号①②③④⑤の中では数字の大小順となります。

PLU番号とJANコードの設定内容は、基本的に同じです。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［PLU/JAN］をタップします。

2	 PLU番号/JANコードを入力し、［選択］をタップします。

PLU番号は1～99999の範囲で入力できます。JAN
コードの場合、ハンドスキャナでJANコードを読み
取ることもできます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したいPLU番号/JAN

コードをタップしても選択すること
ができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
部門番号※

符号
単価※

単価2※

単価3※

PLU/JAN名
キー表記名
単価登録方法

セット/連結PLU番号
PLU種別
ミニマム在庫※

まとめ値引き番号
消費税種別
課税対象
奉仕料対象
PLUグループ番号
JAN削除方法※

. ※：「責任者」の権限に設定されている責任者が操作した場合に表示される項目です。

◆部門番号
PLU、JANが所属する部門の番号です。1～500の範囲で入力できます。
最大登録値は所属する部門の設定内容にしたがいます。初期値は1です。

つづく☞
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◆符号
PLU、JANの登録時の符号です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・+（プラス）
・－（マイナス）

◆単価、単価2、単価3
PLU、JANの単価です。0～9999999の範囲で入力できます。初期値は「0」です。
単価、単価2、単価3のうち複数の単価が設定されている場合、 単価

切替 で単価を切り替えて売上登録することができま
す。（単価シフト機能）

◆PLU/JAN名
PLU、JANの名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、PLU番号00001の場合「PLU00001」です。

◆キー表記名
PLU、JANをメニューキー（☞39ページ）に設定したとき、キーに表記される名称です。半角サイズで最大24文字
まで入力できます。半角のアンダーバー（_）が入力されているところに改行が入ります。
空白の場合、PLU/JAN名の先頭8文字がキー表記名として使用されます。

◆単価登録方法
売上操作での、単価の入力方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・オープン＆プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用しますが、

置数キーによって単価を打ち込んだ場合、そちらが優先される登録方法です。（オープ
ン＆プリセット登録）

・プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用する登録方法です。（プ
リセット登録）

・オープン：置数キーによって単価を打ち込む登録方法です。（オープン登録）
・禁止：このPLU/JANへの登録を禁止します。（登録禁止）
Memo JANコードの場合、初期値は「プリセット」です。

◆ミニマム在庫
商品のミニマム在庫数です。小数設定ありの場合、0～9999.999　小数設定なしの場合、0～9999の範囲で入
力できます。
商品の在庫がここで設定した数字を下回った場合、在庫不足点検表に印字されます。初期値は「0」です。
Memo ミニマム在庫は、クラウドサービス利用時には利用できません。

◆PLU種別
PLUのタイプの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・通常：1商品の登録に使用します。
・セット：セットPLUとして使用します。（☞33ページ）
・連結：連結PLUの親PLUとして使用します。（☞32ページ）
Memo JANコードもセットPLU/連結PLUに設定することができます。ただし、セットPLUの親には設定でき

ません。

◆セット/連結PLU番号
あらかじめ設定されているセットPLU（☞33ページ）、連結PLU（☞32ページ）のテーブル番号です。0～999の
範囲で入力できます。初期値は「0」です。
PLU種別で「セット」または「連結」を設定した場合に有効となります。「通常」を設定している場合は「0」に設定し
てください。

◆まとめ値引き番号
あらかじめ設定されているまとめ値引き（☞34ページ）の番号です。0～999の範囲で入力できます。
初期値は「0」です。「0」に設定されている場合は、まとめ値引きをおこないません。

◆消費税種別
消費税計算をするときに使用する課税率の種類です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・消費税1：消費税率1で課税されます。
・消費税2：消費税率2で課税されます。
・消費税3：消費税率3で課税されます。
・消費税4：消費税率4で課税されます。
Memo 課税対象が非課税の場合、消費税種別の設定は無視されます。（どれが選択されていても構いません）

+（プラス）

オープン＆プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用しますが、オープン＆プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用しますが、

通常：1商品の登録に使用します。通常：1商品の登録に使用します。

消費税1：消費税率1で課税されます。消費税1：消費税率1で課税されます。
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◆課税対象
登録する商品の課税方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・内税：内税課税で計算します。
・外税：外税課税で計算します。
・非課税：非課税で計算します。

◆奉仕料対象
登録する商品を奉仕料の計算対象にするか対象外にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・対象外：奉仕料の計算対象にしません。
・対象：奉仕料の計算対象にします。

◆PLUグループ番号
PLU、JANをグループ分けした番号です。1～1000の範囲で入力できます。初期値は「1」です。
Memo 番号に対するグループ名は「PLUグループ名」（☞56ページ）で設定できます。

◆JAN削除方法
売上操作で使用されなかった期間が、「JAN削除期間」（☞38ページ）で設定された未稼働期間を越えたときに、自
動的に削除するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。
・削除対象：未稼働期間を超えると自動削除します。
Memo ・JAN削除方法は、クラウドサービス利用時には利用できません。

・PLUには自動削除機能はありません。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
別のPLU/JANの設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

Memo 不要になったPLU番号/JANコードを削除するときは、次のとおり操作します。
①手順2で、削除したいPLU番号/JANコードを選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

内税：内税課税で計算します。内税：内税課税で計算します。

対象外：奉仕料の計算対象にしません。対象外：奉仕料の計算対象にしません。

非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。
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■■ ダイナミックJAN
学習機能によってダイナミックJANファイルに登録されたJANコードの内容を設定できます。
JANコードについては、「JAN/EAN/UPCコードについて」（☞120ページ）をご参照ください。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［ダイナミックJAN］をタップします。

2	 ダイナミックJANコードを入力し、［選択］をタップします。

ハンドスキャナでJANコードを読み取ることもでき
ます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したいJANコードをタッ

プしても選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
部門番号※

符号
単価※

単価2※

単価3※

PLU/JAN名
単価登録方法

セット/連結PLU番号
PLU種別

まとめ値引き番号
消費税種別
課税対象
奉仕料対象
PLUグループ番号
JAN削除方法※

. ※：「責任者」の権限に設定されている責任者が操作した場合に表示される項目です。

◆部門番号
ダイナミックJANが所属する部門の番号です。1～500の範囲で入力できます。
最大登録値は所属する部門の設定内容にしたがいます。初期値は「1」です。

◆符号
ダイナミックJANの登録時の符号です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・+（プラス）
・－（マイナス）
+（プラス）
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◆単価、単価2、単価3
ダイナミックJANの単価です。0～9999999の範囲で入力できます。初期値は「0」です。
単価、単価2、単価3のうち複数の単価が設定されている場合、売上処理業務で 単価

切替 をタップし、単価を切り替えて売
上登録することができます。（単価シフト機能）

◆PLU/JAN名
ダイナミックJANの名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は空白です。

◆単価登録方法
売上操作での、単価の入力方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・オープン＆プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用しますが、

置数キーによって単価を打ち込んだ場合、そちらが優先される登録方法です。（オープ
ン＆プリセット登録）

・プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用する登録方法です。（プ
リセット登録）

・オープン：置数キーによって単価を打ち込む登録方法です。（オープン登録）
・禁止：このダイナミックJANへの登録を禁止します。（登録禁止）

◆PLU種別
ダイナミックJANのタイプの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・通常：1商品の登録に使用します。
・セット：セットPLUとして使用します。（☞33ページ）
・連結：連結PLUの親PLUとして使用します。（☞32ページ）
Memo JANコードもセットPLU/連結PLUに設定することができます。ただし、ダイナミックJANはセット

PLUの親には設定できません。

◆セット/連結PLU番号
あらかじめ設定されているセットPLU（☞33ページ）、連結PLU（☞32ページ）の番号です。0～999の範囲で入
力できます。初期値は「0」です。
PLU種別で「セット」または「連結」を設定した場合に有効となります。「通常」を設定している場合は「0」に設定し
てください。

◆まとめ値引き番号
あらかじめ設定されているまとめ値引き（☞34ページ）の番号です。0～999の範囲で入力できます。
初期値は「0」です。「0」に設定されている場合は、まとめ値引きをおこないません。

◆消費税種別
消費税計算をするときに使用する課税率の種類です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・消費税1：消費税率1で課税されます。
・消費税2：消費税率2で課税されます。
・消費税3：消費税率3で課税されます。
・消費税4：消費税率4で課税されます。
Memo 課税対象が非課税の場合、消費税種別の設定は無視されます。（どれが選択されていても構いません）

◆課税対象
登録する商品の課税方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・内税：内税課税で計算します。
・外税：外税課税で計算します。
・非課税：非課税で計算します。

◆奉仕料対象
登録する商品を奉仕料の計算対象にするか対象外にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・対象外：奉仕料の計算対象にしません。
・対象：奉仕料の計算対象にします。

プリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用する登録方法です。（ププリセット：.「単価」、「単価2」、「単価3」で設定されている単価（プリセット単価）を使用する登録方法です。（プ

通常：1商品の登録に使用します。通常：1商品の登録に使用します。

消費税1：消費税率1で課税されます。消費税1：消費税率1で課税されます。

内税：内税課税で計算します。内税：内税課税で計算します。

対象外：奉仕料の計算対象にしません。対象外：奉仕料の計算対象にしません。

つづく☞
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◆PLUグループ番号
ダイナミックJANをグループ分けした番号です。1～1000の範囲で入力できます。初期値は「1」です。
Memo 番号に対するグループ名は「PLUグループ名」（☞56ページ）で設定できます。

◆JAN削除方法
売上操作で使用されなかった期間が、「JAN削除期間」（☞38ページ）で設定された未稼働期間を越えたときに、自
動的に削除するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。
・削除対象：未稼働期間を超えると自動削除します。
Memo JAN削除方法は、クラウドサービス利用時には利用できません。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
別のダイナミックJANの設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

Memo 不要になったダイナミックJANを削除するときは、次のとおり操作します。
①手順2で、削除したいダイナミックJANコードを選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

.

.
POINT! JANの自動学習機能について

JANコードの設定方法には、このほかに自動学習機能を使ったものがあります。
自動学習機能とは、JANコードでの登録時（☞23ページ）に、本レジスタが未設定のJANコードを読み込み、その場
で所属部門と単価を入力することで、JANコードが自動的に設定される機能です。
自動学習機能で設定したJANコードは、この「ダイナミックJANの設定」の手順で詳細情報を設定しなおしてくださ
い。また、「ダイナミックJANの設定」は、「9.ダイナミックJANロード」を実行することによりPLU/JANの設定に
登録されます。登録されたJANコードはダイナミックJANの設定から削除されます。

非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。非削除：未稼働期間を超えても自動削除しません。
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■■ PLU範囲
PLUを、一定の範囲を指定してから一括して設定します。また、すでに設定しているPLUを一括して修正したり、一括し
て削除したりできます。設定できる内容は「PLU/JAN」（☞23ページ）と同じです。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［PLU範囲］をタップします。

Memo ［PLU範囲］は、クラウドサービス利用時
には利用できません。

2	 設定する範囲と設定種別を入力します。
開始PLU番号
終了PLU番号
設定種別

◆開始PLU番号
指定する範囲の最初のPLU番号です。1～99999の範囲で入力できます。

◆終了PLU番号
指定する範囲の最後のPLU番号です。1～99999の範囲で入力できます。

◆設定種別
指定した範囲のPLUの編集方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・作成&修正：.入力した範囲のPLU番号を未作成の番号を含めてすべて作成し、次の設定画面で設定した内容を設

定します。
・修正のみ：.入力した範囲のPLU番号のうちすでに作成されているPLUのみを対象として、次の設定画面で設定

した内容を設定します。
・削除：入力した範囲のPLU番号をすべて削除します。

作成&修正：.入力した範囲のPLU番号を未作成の番号を含めてすべて作成し、次の設定画面で設定した内容を設作成&修正：.入力した範囲のPLU番号を未作成の番号を含めてすべて作成し、次の設定画面で設定した内容を設

つづく☞
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3	［設定］をタップします。
PLUの設定画面が表示されます。入力できる内容は
「PLU/JAN」（☞23ページ）と同じです。

4	 設定内容を入力し、［登録］をタップして設定を終了します。
別のPLU範囲の設定や削除を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。
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■■ PLU/JAN在庫
PLU/JANごとに、在庫数を設定できます。在庫数を設定しておくことにより、在庫管理に便利な在庫点検表や在庫不足
点検表を印刷することができます。クラウドサービス利用時は、この機能を利用できません。
（PLUやJANの登録がおこなわれると、それぞれの在庫数から販売数が自動的に引かれます。）

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［PLU/JAN在庫］をタップします。

2	 PLU/JAN番号を入力し、［選択］をタップします。
1～99999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
在庫数
更新方法
新規/増/減数

◆在庫数
現在の在庫数です。

◆更新方法
在庫数の更新方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・新規入力：現在の在庫数を新しく設定した在庫数に書きかえます。
・加算：現在の在庫数に設定した数量を加算します。
・減算：現在の在庫数に設定した数量を減算します。

◆新規/増/減数
新しい在庫数または入荷数、出荷数を入力します。0～9999の範囲で入力できます。初期値は「0」です。
Memo 小数設定ありの場合、0～9999.999の範囲で入力できます。詳細については、お買い上げの販売店に

お問い合わせください。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
在庫数が更新されます。
別のPLU/JAN在庫の設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

新規入力：現在の在庫数を新しく設定した在庫数に書きかえます。新規入力：現在の在庫数を新しく設定した在庫数に書きかえます。
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■■ 連結PLUテーブル
複数の商品を組み合わせて販売するときに用いると便利な機能です。
特定のPLUまたはJAN（親PLUと呼びます）に一括で登録したいPLU/JAN（子PLUと呼びます）を連結させておくと、親
PLU（JAN）の登録をおこなうだけで、連結されたPLU/JAN（子PLU）も自動的に登録されます。ただし、書籍コード、新
雑誌コード（定期刊行物コード（雑誌））は子PLUとして使用できません。
商品にパッケージ料金やビン代金などを付け加え、一括で登録する使いかたなどにも利用できます。
この連結PLUテーブルの設定では、1つのテーブル番号に対して連結PLUの子PLUを1組設定します。1つのテーブル番
号には子PLUを10品目まで設定することができます。
連結PLUを使用できるようにするには、親PLU（JAN）の設定が必要になります。「PLU/JAN」（☞23ページ）の「PLU種
別」を「連結」に設定し、「セット/連結PLU番号」にここで作成した子PLUのテーブル番号を設定します。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［連結PLUテーブル］をタップします。

2	 テーブル番号を入力し、［選択］をタップします。
1～999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。

3	 連結PLU名を入力します。
半角サイズで最大24文字まで入力できます。
文字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。

4	 設定したい番号をタップします。
すでに設定されている番号には、設定されている
PLU/JAN名が表示されます。

5	 子PLUに設定したいPLU番号を入力します。
Memo 一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。

6	［設定］をタップします。
1つのテーブル番号に対して10品目まで設定できます。

7	［登録］をタップして設定を終了します。

Memo 不要になったPLU番号/JANコードを連結PLUから削除するときは、次のとおり操作します。
①手順5で、連結PLUから削除したいPLU番号/JANコードを選択します。
②［設定解除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。
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■■ セットPLUテーブル
複数の商品をセット価格（値引価格）で販売するときに使います。
たとえば、ランチセットやケーキセットのように、いくつかの単品メニューで構成される商品をセットPLUとして設定し
ておくことにより、まとめて登録することができます。セットPLUを構成する単品メニュー（構成メニューと呼びます）も
PLUとして設定しておく必要があります。セットPLUを登録したとき、構成メニューの単価の合計からセットPLUの単
価（セット価格）を引いた金額がセットPLUの値引合計に集計されます。
このセットPLUテーブルの設定では、1つのテーブル番号に対して1個のセットPLUの構成メニューとなるPLUをすべて
設定します。1つのテーブル番号にはPLUを10品目まで設定することができます。
セットPLUを使用できるようにするには、「PLU/JAN」（☞23ページ）の「PLU種別」を「セット」に設定し、「セット/連
結PLU番号」にここで作成した構成メニューのテーブル番号を設定します。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［セットPLUテーブル］をタップします。

2	 テーブル番号を入力し、［選択］をタップします。
1～999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。

3	 セットPLU名を入力します。
半角サイズで最大24文字まで入力できます。
文字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。

4	 設定したい番号をタップします。
すでに設定されている番号には、設定されている
PLU名が表示されます。

5	 セットPLUに設定したいPLU番号を入力します。
Memo 一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。

6	［設定］をタップします。
1つのテーブル番号に対して10品目まで設定できます。

7	［登録］をタップして設定を終了します。

Memo 不要になったPLU番号をセットPLUから削除するときは、次のとおり操作します。
①手順5で、セットPLUから削除したいPLU番号を選択します。
②［設定解除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。
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■■ まとめ値引き
あらかじめ設定してある複数の商品を購入した際、自動的に条件に沿った値引きをおこなうことができます。
1つのまとめ値引き番号につき、3段階の値引きが設定できます。（数量1、数量2、数量3）

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［まとめ値引き］をタップします。

2	 まとめ値引き番号を入力し、［選択］をタップします。
1～999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップしても

選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
まとめ値引き名

値引テキスト
価格（円）
個数

◆まとめ値引き名
まとめ値引き番号の名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は空白です。

以下の項目は、数量1～3に対してそれぞれ設定できます。

◆値引テキスト
値引きについての名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、まとめ値引き番号001の場合「まとめ値引き001-1」～
「まとめ値引き001-3」です。

◆価格（円）
まとめ売りしたときの値引き後の価格です。0～9999999の範囲で入力できます。
「値引きする金額」ではなく、「値引きしたあとの合計金額」を設定します。初期値は「0」です。

◆個数
まとめ値引きの対象となる個数です。0～99の範囲で入力できます。初期値は「0」です。
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4	［登録］をタップして設定を終了します。
別のまとめ値引きの設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

Memo 不要になったまとめ値引き番号を削除するときは、次のとおり操作します。
①手順2で、削除したいまとめ値引き番号を選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

■■ インストアマーキング（NON-PLU）
お店だけで使用できるコード（インストアマーキング）の種類を設定できます。
インストアマーキングについての説明は、「JAN/EAN/UPCコードについて」（☞120ページ）をご参照ください。
Memo インストアマーキング（NON-PLU）は、クラウドサービス利用時でも設定できます。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［インストアマーキング］をタップします。

2	 テーブル番号を入力し、［選択］をタップします。
1～15の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップしても

選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
コード種別
システムコード
フィールド1長さ
フィールド2長さ
タイプ
チェック桁
小数桁

つづく☞
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各項目は以下のようにインストアマーキングJANコードの構成要素に対応しています。

コード種別：13桁. コード種別：8桁
インストアマーキング（標準13桁NON-PLU）. インストアマーキング（標準8桁NON-PLU）

システムコード

フィールド１
フィールド２
※単価または数量

チェック桁
（あり/なし）

チェック
デジット

.
システムコード
フィールド１

フィールド２
※単価または数量

チェック
デジット

◆コード種別
コードの桁数を指定します。以下の項目のいずれかに設定できます。
・13桁：13桁コード.(13桁NON-PLU)
・8桁：8桁コード.(8桁NON-PLU)

◆システムコード
JANコードの識別コードを設定します。
コード種別が[13桁]の場合、2桁の数値を入力します。
コード種別が[8桁]の場合、1桁の数値を入力します。

◆フィールド1長さ
JANコードの中の商品コードの桁数を設定します。
1桁の数値を入力します。

◆フィールド2長さ
JANコードの中の金額または数量の桁数を設定します。
1桁の数値を入力します。
Memo フィールド1長さとフィールド2長さは次の計算式が成り立つように設定してください。
・コード種別が13桁の場合
. －.チェック桁ありのとき：（フィールド1長さ）＋（フィールド2長さ）＝9
. －.チェック桁なしのとき：（フィールド1長さ）＋（フィールド2長さ）＝10
・コード種別が8桁の場合：. （フィールド1長さ）＋（フィールド2長さ）＝6
. チェック桁なしと設定してください。

◆タイプ
フィールド2の数値の扱いかたを指定します。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・単価：フィールド2の数値を単価（金額）として設定します。
・数量：フィールド2の数値を数量として設定します。

◆チェック桁
フィールド1とフィールド2の間にチェック桁の有無を指定します。
・なし：フィールド1とフィールド2の間にチェック桁はありません。
・あり：フィールド1とフィールド2の間にチェック桁１桁があります。
Memo ・..コード種別が8桁の場合、チェック桁は「なし」と設定してください。

・..このアプリケーションソフトウェアでは、フィールド1とフィールド2の間のチェック桁のチェックは
　おこないません。

◆小数桁
フィールド2の数値に対する小数の桁数を指定します。以下の項目のいずれかに設定できます。
・0.：小数桁無し
・1：小数１桁
・2：小数２桁
・3：小数３桁
Memo 小数桁は、タイプが「数量」のときに有効です。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
別のインストアマーキングの設定を続けておこなう場合は、手順2～4をおこなってください。

Memo 不要になったインストアマーキングを削除するときは、次のとおり操作します。
①手順2で、削除したいインストアマーキングのテーブル番号を選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

13桁：13桁コード.(13桁NON-PLU)13桁：13桁コード.(13桁NON-PLU)

単価：フィールド2の数値を単価（金額）として設定します。単価：フィールド2の数値を単価（金額）として設定します。

あり：フィールド1とフィールド2の間にチェック桁１桁があります。あり：フィールド1とフィールド2の間にチェック桁１桁があります。

0.：小数桁無し0.：小数桁無し
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■■ 不加算バーコード
不加算コードとして登録される、不加算バーコードを設定できます。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［不加算バーコード］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
システムコード

◆システムコード
不加算バーコードの識別コードです。
識別コードには20～29のご使用を推奨します。ただし、NONPLUの識別コードと重複しないようにしてください。
商品に使われるJANコードとも重ならないように設定してください。初期値は「00」です。
Memo 初期値（00）のまま使用すると、不加算バーコードを使用しない設定になります。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ JAN削除期間
一定期間使用していないJANコードを自動的に削除するときの未稼働期間を設定できます。自動的に削除する設定につ
いては、「PLU/JAN」（☞23ページ）を参照してください。

1	 商品設定メニュー（☞20ページ）から［JAN削除期間］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
期間（日）

◆期間（日）
JANの自動削除が有効な場合の、未稼働時間です。000～365の範囲で入力できます。初期値は「365」です。
Memo 「000」を入力すると、削除機能を使用しない設定になります。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-2.■メニューキー
■■ メニューキー
売上処理業務の、メニュー画面のキーレイアウトを設定できます。売上処理業務については「アプリケーションソフトウェ
ア説明書～売上操作編～」をご覧ください。
1～10の面番号に対して、それぞれ10個のカテゴリを設定することができ、各カテゴリにつき、最大で42個のメニュー
キーを配置することができます。
Memo キーサイズが「2」のキーを配置する場合は、配置できるメニューは42個未満となります。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［メニューキー］をタップします。

3	 面番号を入力して［選択］をタップします。
1～10の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい面番号をタップして

も選択することができます。

4	 カテゴリ番号を入力して［選択］をタップします。
1～10の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したいカテゴリ番号をタッ

プしても選択することができます。

つづく☞
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5	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
カテゴリ名
表示順序
カテゴリカラー

メニューキー

◆カテゴリ名
売上処理業務のメニュー画面に表示されるカテゴリの名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
初期値は空白です。

◆表示順序
売上処理業務のメニュー画面に表示される順序です。01～10のいずれかに設定できます。初期値は「01」です。

◆カテゴリカラー
売上処理業務のメニュー画面に表示されるときのカラー設定です。赤、ピンク、オレンジ、イエロー、白、緑、水色、青、
紫、赤紫のいずれかに設定できます。初期値では何も選択されていません。

◆メニューキー
売上処理業務のメニュー画面に表示されるメニューキーのキー名称と配置です。設定方法は手順6以降で説明して
います。

6	 設定したいメニューキーをタップします。
メニューキーPLU選択ダイアログが表示されます。
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7	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

PLU番号
メニューキーサイズ
キーカラー

◆PLU番号
メニューキーに割り当てるPLU番号を入力します。
画面下に表示される一覧から、割り当てたいPLU番号をタップしても選択することができます。

◆メニューキーサイズ
売上処理業務のメニュー画面に表示される、メニューキーのサイズ設定です。
1、または2のいずれかに設定できます。2を選択すると、2倍の大きさで表示されます。初期値は「1」です。

◆キーカラー
売上処理業務のメニュー画面に表示されるときのカラー設定です。赤、ピンク、オレンジ、イエロー、白、緑、水色、青、
紫、赤紫のいずれかに設定できます。初期値は［カテゴリカラーを使用する］です。そのまま使用すると、カテゴリ
カラーで設定した色と同じ色に設定されます。

8	［設定］をタップします。
PLU選択画面が閉じます。別のメニューキーの設定を続けておこなう場合は、手順6～8をおこなってください。

9	［登録］をタップして設定を終了します。

Memo 不要になったメニューキーを削除するときは、次のとおり操作します。
①手順6で、削除したいメニューキーを選択します。
②［設定解除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。
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4-3.■機能キー
機能キーメニューでは、次の項目を設定できます。
・ 小計

値引 、値引 、 小計
割引 、割引 キーを設定する【 小計

値引 、値引 、 小計
割引 、割引 キー】（☞43ページ）

・ 入金 、出金 キーを設定する【 入金 、出金 キー】（☞45ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ 機能キーメニューを表示する
. 機能キーメニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［機能キー］をタップします。

3	 機能キーメニューが表示されます。
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■■ 小計
値引 、値引、 小計

割引 、割引キー

1	 機能キーメニュー（☞42ページ）から［（－）］または［％］をタップします。

表示は［（－）］の例です。

2	［（－）1］、［（－）2］または［（％）1］、［（％）2］をタップします。

Memo 初期値では以下のキーに対応しています。
・［（－）1］：. 小計

値引

・［（－）2］： 値引

・［（％）1］：. 小計
割引

・［（％）2］： 割引

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
値引き額/割引率※
機能名
符号
消費税種別

課税対象
奉仕料対象
最大登録値/最大割引率
値引タイプ/割引タイプ

. ※：「責任者」の権限に設定されている責任者が操作した場合に表示される項目です。

◆値引き額/割引率
それぞれの機能キーに設定する値引き（増し）額/割引（増）率です。値引き（増し）の場合は、0～9999999の範囲
で入力できます。割引（増）の場合は、0.00～100.00の範囲で入力できます。初期値は、値引き（増し）の場合は
「0」、割引（増）の場合は「0.00」です。

小計
値引 および 値引 に値引き（増し）額が設定してある場合、 小計

値引 および 値引 をタップするだけで、その値引き（増し）額を登
録できます。
小計
割引 および 割引 に割引（増）率が設定してある場合、小計

割引 および 割引 をタップするだけで、その割引（増）率を登録できます。

◆機能名
.値引き（増し）/割引（増）の機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、(-)1の場合は「小計値引」、(-)2の場合は「値引き」、%1
の場合は「小計割引」、%2の場合は「割引」です。

◆符号
登録時の符号です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・+（プラス）： 小計

値引 および 値引 の場合は値増し、 小計
割引 および 割引 の場合は割増で登録します。

・－（マイナス）： 小計
値引 および 値引 の場合は値引き、 小計

割引 および 割引 の場合は割引で登録します。－（マイナス）：－（マイナス）：

つづく☞
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◆消費税種別
消費税計算をするときに使用する課税率の種類です。以下の項目から複数選択して設定できます。初期値は、すべ
て選択されています。
・消費税1：消費税率1で課税されます。
・消費税2：消費税率2で課税されます。
・消費税3：消費税率3で課税されます。
・消費税4：消費税率4で課税されます。
Memo 課税対象が非課税の場合、消費税種別の設定は無視されます。（どれが選択されていても構いません）

◆課税対象
登録する商品の課税方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・内税：内税課税で計算します。
・外税：外税課税で計算します。
・内税＆外税：内税および外税課税で計算します。
・非課税：非課税で計算します。

◆奉仕料対象
登録する商品を奉仕料の計算対象にするか対象外にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・対象外：奉仕料の計算対象にしません。
・対象：奉仕料の計算対象にします。

◆最大登録値/最大割引率
登録金額の誤りを防ぐための、値引き（増し）額/割引（増）率の制限値です。値引き（増し）の場合は、0～
9999999の範囲で入力できます。割引（増）の場合は、0.00～100.00の範囲で入力できます。
初期値は、値引き（増し）の場合は「9999999」、割引（増）の場合は「100.00」です。
「0」に設定すると、値引き額/割引率の登録が禁止されます。

◆値引タイプ/割引タイプ
以下の項目のいずれかに設定できます。
・小計：小計からの値引き（増し）/割引（増）をします。
・単品：個々の商品からの値引き（増し）/割引（増）をします。
　初期値は、(-)1/(%)1の場合は「小計」、(-)2/(%)2の場合は「単品」です。

4	［登録］をタップして設定を終了します。

内税＆外税：内税および外税課税で計算します。内税＆外税：内税および外税課税で計算します。

対象外：奉仕料の計算対象にしません。対象外：奉仕料の計算対象にしません。
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■■ 入金、出金キー

1	 機能キーメニュー（☞42ページ）から［入金］または［出金］をタップします。

表示は［入金］の例です。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
機能名
最大登録値

◆機能名
機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、入金 の場合は「入金」、出金 の場合は「出金」です。

◆最大登録値
登録金額の誤りを防ぐための、入金額/支払額の制限値です。0～99999999の範囲で入力できます。
初期値は「9999999」です。「0」に設定すると、入金/支払の登録が禁止されます。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-4.■メディアキー
メディアキーメニューでは、次の項目を設定することができます。
・ 現/預 、券1 ～ 券3 、掛1 ～ 掛10、信用1～ 信用10キーを設定する【 現/預 、券1 ～ 券3 、掛1 ～ 掛10、信用1～ 信用10キー】（☞47ページ）
・現金在高のテキストを設定する【現金在高の監視金額】（☞49ページ）
・信用売り、券売りのつり銭限度額を設定する【信用売りおよび券売りのつり銭限度額】（☞50ページ）
・収入印紙貼付最小額を設定する【印紙領収】（☞51ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。
なお、決済端末の利用にかかわる設定については、ご利用条件によって設定内容の変更が可能です。
（詳しくは、該当項目の説明を参照してください。）

■■ メディアキーメニューを表示する
. メディアキーメニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［メディアキー］をタップします。
3	 メディアキーメニューが表示されます。
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■■ 現/預 、券1 ～ 券3 、掛1 ～ 掛10、信用1～ 信用10キー

1	 メディアキーメニュー（☞46ページ）から［現金］または［券］、［信用］、［掛］をタップします。

［券］、［信用］、［掛］の設定をする場合は、設定したい
キー番号をタップします。（［券］：券1～3、［信用］：
信用1～10、［掛］：掛1～10）

表示は［信用］の例です。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

明細書印字

機能名
最大登録値

不加算コード
釣銭
ドロアオープン
預かり操作

クレジット決済

◆機能名
機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。各キーに対する初期値は、次のようになります。
現/預 ：現金、券1 ～ 券3 ：券1～券3、信用1～ 信用10：信用1～信用10、掛1 ～ 掛10：掛1～掛10

◆最大登録値
登録金額の誤りを防ぐための登録単価の制限です。0～99999999の範囲で入力できます。
初期値は「9999999」です。「0」に設定すると、登録が禁止されます。

◆明細書印字
明細書の印字についての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非強制：明細書の印字を非強制にします。
・強制：明細書の印字を強制にします。

◆不加算コード
不加算コードの印字についての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非強制：不加算コードの印字を非強制にします。
・強制：不加算コードの印字を強制にします。

非強制：明細書の印字を非強制にします。非強制：明細書の印字を非強制にします。

非強制：不加算コードの印字を非強制にします。非強制：不加算コードの印字を非強制にします。

つづく☞
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◆釣銭
つり銭支払いについての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・可能：つり銭の支払いが可能です。
・不可：つり銭の支払いが不可能です。

◆ドロアオープン
登録時のドロアの開閉についての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：登録時にドロアが開きません。
・する：登録時にドロアが開きます。

◆預かり操作
預り金額の入力についての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非強制：預り金額の入力を非強制にします。
・強制：預り金額の入力を強制にします。

◆決済
［信用］でのみ表示される項目です。
クレジットカードなどの電子決済についての設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・カード決済なし：カード決済を利用しません。
・クレジット（PastelPort）：クラウドサービスでクレジット決済をします。
・クレジット（JET-S）：JET-S決済端末(☞83ページ)でクレジット決済をします。
・デビット：JET-S決済端末(☞83ページ)でデビット決済をします。
・銀聯：JET-S決済端末(☞83ページ)で銀聯決済をします。
・nanaco：JET-S決済端末(☞83ページ)でnanaco決済をします。
・WAON：JET-S決済端末(☞83ページ)でWAON決済をします。
・QUICPay：JET-S決済端末(☞83ページ)でQUICPay決済をします。
・交通IC：JET-S決済端末(☞83ページ)で交通系ICカード決済をします。
・Edy：JET-S決済端末(☞83ページ)でEdy決済をします。
・iD：JET-S決済端末(☞83ページ)でiD決済をします。
Memo それぞれの決済を利用するためには、クラウドサービスでのクレジット利用やJET-S決済端末での利用

契約などが必要です。
利用契約の内容によっては、クラウドサービスを利用するときでも、本機で設定ができます。
なお、利用契約の内容によっては、選択できない項目があります。
詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
別のメディアキーの設定を続けておこなう場合は、手順1～3をおこなってください。

可能：可能：

する：登録時にドロアが開きます。する：登録時にドロアが開きます。

非強制：非強制：
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■■ 現金在高の監視金額
現金在高に警告金額を設定することができます。
ドロア内の現金在高が設定された金額を超えた場合、警告音が鳴ります。この機能は警告だけで、その後の登録には影響
しません。

1	 メディアキーメニュー（☞46ページ）から［現金在高（監視金額）設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
機能名
現金在高金額制限値

◆機能名
.機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は「現金在高」です。

◆現金在高金額制限値
.現金在高の監視金額です。0～9999999999の範囲で入力できます。初期値は「9999999999」です。
この金額を超えると、警告音が鳴ります。

3	［登録］をタップして設定を終了します。



設定

50

■■ 信用売りおよび券売りのつり銭限度額
信用売り、券売りでの預り登録時のつり銭限度額を設定できます。

1	 メディアキーメニュー（☞46ページ）から	［信用/券　釣（限度額）設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
機能名
釣銭限度額

◆機能名
機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は「信用/券.釣」です。

◆釣銭限度額
信用売りおよび券売りで預かり登録をおこなうときの、つり銭限度額です。0～9999999の範囲で入力できます。
初期値は「9999999」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ 印紙領収
設定した金額以上の領収証を発行したときに、収入印紙貼付枠を印字することができます。

1	 メディアキーメニュー（☞46ページ）から［印紙領収（収入印紙貼付最小額）設定］をタップしま
す。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
機能名
最小金額

◆機能名
機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は「印紙領収」です。

◆最小金額
収入印紙を貼付する最小金額です。0～9999999の範囲で入力できます。
初期値は「50000」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-5.■テキスト
テキストメニューでは、次の項目を設定できます。
・機能名を設定する【機能テキスト】（☞53ページ）
・部門グループ名、PLUグループ名を設定する【部門グループ名およびPLUグループ名】（☞56ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ テキストメニューを表示する
テキストメニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［テキスト］をタップします。
3	 テキストメニューが表示されます。
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■■ 機能テキスト
登録、点検、精算時に表示または印字される機能名を設定します。初期値は機能テキスト表（☞54ページ）を参照してく
ださい。

1	 テキストメニュー（☞52ページ）から［機能テキスト］をタップします。

2	 設定したい機能名をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
機能名

◆機能名
機能名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。

4	［登録］をタップして設定を終了します。

つづく☞
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◆機能テキスト表

機能 名称の	
初期設定

セットPLU セット値引

まとめ値引 まとめ値引

売上小計 **売上計

奉仕料合計 奉仕料

外税課税小計 外税小計

外税合計 外税

内税課税小計 内税小計

内税合計 （内税）

外税２課税小計 外２小計

外税２合計 外税２

内税２課税小計 内２小計

内税2合計 （内税２）

外税３課税小計 外３小計

外税３合計 外税３

内税３課税小計 内３小計

内税３合計 （内税３）

外税４課税小計 外４小計

外税４合計 外税４

内税４課税小計 内４小計

内税４合計 （内税４）

消費税合計 消費税計

消費税非課税計 非課税計

純売上合計 **純計

売上点数 売上点数

売上合計 **総合計

注文合計 **注文合計

支払合計 **支払合計

未払い差額 **未払い額

クーポンPLU クーポンPLU

戻品 戻品

訂正 訂正

訂正モード 訂正モード

小計訂正 取消

雑部門訂正 雑訂正

雑部門戻品 雑戻品

領収証 領収証

明細書発行数 明細書数

両替 両替

券売合計 券売合計

信用売合計 信用売合計

掛売合計 掛売合計

万券 万券

取引件数 取引

総客数 総客数

客層１ 客層１

客層２ 客層２

客層３ 客層３

客層４ 客層４

客層５ 客層５

客層６ 客層６

客層７ 客層７

客層８ 客層８

客層９ 客層９

機能 名称の	
初期設定

その他客層 その他客層

券在高 券在高

信用/掛　在高 信/掛.在高

プラス部門計 ＊部門計

マイナス部門計 －部門計

プラス雑部門計 ＊雑部門

マイナス雑部門計 －雑部門

プラス空ビン部門計 ＊BR計

マイナス空ビン部門計 －BR計

平均売上単価 平均単価

小計 **小計

合計 **合計

釣銭 お釣り
売上個数 個数

奉仕料対象小計 奉仕小計

PLU小計 PLU小計

預かり不足残額表示 残額

客数 お客様

割勘金額 割勘金額

割勘余り 割勘余り

万券→両替 万券→両替

万券←両替 万券←両替

領収証控タイトル 領収証控

コピーレシートタイトル コピー

食券レシートタイトル 食券

売価変更タイトル 売価変更

分割払いタイトル 分割払い

繰越金 **繰越額

仮締め **仮締め

仮締めレシートタイトル ご注文

明細書タイトル 明細書

伝票番号テキスト 伝票番号

明細書番号テキスト 明細書No.

実現金残高 実現金在高

実現金残高.（万円券） １万円

実現金残高.（5千円券） ５千円

実現金残高.（2千円券） ２千円

実現金残高.（1千円券） 千円

実現金残高.（500円玉） ５００円

実現金残高.（100円玉） １００円

実現金残高.（50円玉） ５０円

実現金残高.（10円玉） １０円

実現金残高.（5円玉） ５円

実現金残高.（1円玉） １円

過不足金 過不足金

商品券合計 商品券合計

伝票取消 **伝票取消

伝票合算 伝票合算

雑部門外税課税小計 雑外税小計

雑部門外税合計 雑外税

雑部門内税課税小計 雑内税小計

雑部門内税合計 （雑内税）

雑部門外税2課税小計 雑外2小計
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機能 名称の
初期設定

雑部門外税2合計 雑外税2

雑部門内税2課税小計 雑内2小計

雑部門内税2合計 （雑内税2）

雑部門外税3課税小計 雑外3小計

雑部門外税3合計 雑外税3

雑部門内税3課税小計 雑内3小計

雑部門内税3合計 （雑内税3）

雑部門外税4課税小計 雑外4小計

雑部門外税4合計 雑外税4

雑部門内税4課税小計 雑内4小計

雑部門内税4合計 （雑内税4）

雑部門消費税合計 雑消費税計

雑部門消費非課税税計 雑非課税計
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■■ 部門グループ名およびPLUグループ名
登録、点検、精算時に表示または印字される部門グループ名およびPLU/JANグループ名を認設定します。

1	 テキストメニュー（☞52ページ）から［部門グループ］または［PLUグループ］をタップします。

表示は［部門グループ］の例です。

2	 グループ番号を入力して［選択］をタップします。
部門グループの場合は1～15、PLUグループの場合
は1～1000の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したいグループをタップ

しても選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
部門グループ名/
PLUグループ名

◆部門グループ名/PLUグループ名
部門グループまたはPLUグループの名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、部門グループ番号01の場合は「グループ01」、PLUグルー
プ番号0001の場合は「グループ0001」です。
.

4	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-6.■責任者選択
■■ 責任者選択
責任者名、シークレットコード、責任者権限を設定できます。責任者は最大200人まで設定できます。
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更する

ことはできません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［責任者選択］をタップします。

3	 責任者番号を入力して［選択］をタップします。
1～9999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい責任者番号をタップ

しても選択することができます。

つづく☞
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4	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
責任者名※

シークレットコード
責任者権限

. ※：「責任者」の権限に設定されている責任者が操作した場合に表示される項目です。

◆責任者名
責任者の名称です。半角サイズで最大24文字まで入力できます。
登録、点検、精算時に表示または印字されます。初期値は、責任者番号0001の場合は「責任者0001」です。

◆シークレットコード
責任者を指定するときに入力するシークレットコードです。0000～9999の範囲で入力できます。初期値は
「0000」です。
Memo シークレットコードが空白のときはシークレットコードは「無し」に設定されます。責任者を指定すると

き、シークレットコードを入力する必要はありません。ただし、この設定ができるのは、責任者権限がオ
ペレータに設定してある場合のみです。

◆責任者権限
各責任者が操作できる範囲の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・オペレータ
・責任者
・管理者
オペレータ→責任者→管理者の順に操作できる範囲が広くなります。（☞10ページ）

5	［登録］をタップして設定を終了します。
別の責任者の設定を続けておこなう場合は、手順3～5をおこなってください。

Memo 不要になった責任者番号を削除するときは、次のとおり操作します。
①手順3で、削除したい責任者番号を選択します。
②［削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

オペレータ
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4-7.■マシン設定
■■ マシン設定
マシン設定をおこないます。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［マシン設定］をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
取引一連No.
明細書No.
領収証No.
スクリーンセーブ
待ち時間
レポート数量テキスト

レシート売上点数
テキスト

◆取引一連No.
売上登録業務でおこなう取引の通し番号です。8桁まで入力できます。初期値は「00000000」です。

◆明細書No.
明細書に印字される、明細書発行数の通し番号です。4桁まで入力できます。初期値は「0000」です。

◆領収証No.
領収証に印字される、領収証発行数の通し番号です。8桁まで入力できます。初期値は「00000000」です。

つづく☞
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◆スクリーンセーブ待ち時間
スクリーンセーブ状態になるまでの待ち時間です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・スクリーンセーブしない
・1分
・2分
・5分
・10分
・30分
・60分

◆レポート数量テキスト
レポートに印字される数量を表すテキストです。半角サイズで最大2文字まで入力できます。
初期値は「数」です。

◆レシート売上点数テキスト
レシートに印字される売上点数を表すテキストです。半角サイズで最大2文字まで入力できます。
初期値は「個」です。

4	［登録］をタップして設定を終了します。

5分
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4-8.■日付時刻
■■ 日付時刻
日付時刻の設定をおこないます。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［日付時刻］をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

◆日付と時刻の自動設定
ネットワークから提供された日付と時刻を、そのまま使用するかどうかの設定です。初期値では、ネットワークか
ら提供された日付と時刻を使用する設定になっています。

◆タイムゾーンを自動設定
ネットワークから提供されたタイムゾーンを、そのまま使用するかどうかの設定です。初期値では、ネットワーク
から提供されたタイムゾーンを使用する設定になっています。

◆日付設定
日付の設定です。タップするとカレンダーが表示され、現在の日付を選択できます。「日付と時刻の自動設定」を解
除している場合のみ有効となります。

日付と時刻の
自動設定

タイムゾーンを
自動設定

日付設定

時刻設定

タイムゾーンの選択

24時間表示

日付形式の選択

つづく☞
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◆時刻設定
時刻の設定です。タップすると設定画面が表示され、現在の時刻を入力できます。「日付と時刻の自動設定」を解除
している場合のみ有効となります。

◆タイムゾーンの選択
タイムゾーンの設定です。タップすると一覧が表示され、該当するタイムゾーンを選択できます。「タイムゾーンを
自動設定」を解除している場合のみ有効となります。

◆24時間表示
時刻表示の設定です。初期値では、24時間表が設定されています。チェックを外すと12時間表示の設定になりま
す。

◆日付形式の選択
日付表示の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・地域（年/月/日）
・月/日/年
・日/月/年
・年/月/日



設定

63

設
定
登
録

4-9.■各種機能選択
各種機能選択メニューでは、次の項目を設定できます。
・登録モード制限の設定をおこなう【登録モード制限】（☞64ページ）
・機能選択の設定をおこなう【機能選択】（☞65ページ）
・レシート印字選択の設定をおこなう【レシート印字選択】（☞67ページ）
・その他の設定をおこなう【その他設定】（☞69ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。
なお、機能選択の音量(☞66ページ)については、クラウドサービスを利用している場合でも、本機での設定が可能で
す。

■■ 各種機能選択メニューを表示する
各種機能選択メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［各種機能選択］をタップします。

3	 各種機能選択メニューが表示されます。
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■■ 登録モード制限
登録モードでの各種機能の登録禁止が設定できます。

1	 各種機能選択メニュー（☞63ページ）から［登録モード制限］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
戻品登録
売価変更

◆戻品登録
売上操作で戻品登録を可能にするか、禁止にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・可能：戻品登録が可能になります。
・禁止：戻品登録が禁止されます。

◆売価変更
売上操作で売価変更を可能にするか、禁止にするかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・可能：売価変更が可能になります。
・禁止：売価変更が禁止されます。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

可能：戻品登録が可能になります。可能：戻品登録が可能になります。

可能：売価変更が可能になります。可能：売価変更が可能になります。
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■■ 機能選択
機能選択の設定をおこないます。

1	 各種機能選択メニュー（☞63ページ）で［機能選択］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

レベルシフト
学習機能

面1戻り
単価シフト
単価1戻り
ISBN単価入力
客人数
編集表示
キーキャッチ音
音量

◆学習機能
JANの自動学習機能を使用するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・可能：JANの自動学習機能を使用します。
・不可：JANの自動学習機能を使用しません。

◆レベルシフト
面切り替え機能を使用するときの、画面の切り替え方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・マニュアル：常に面切替キーをタップして切り替えます。
・オート：自動的に面1へ戻ります。

◆面1戻り
レベルシフトでオートを選択したときの、面1への戻りかたの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・レシート発行：1取引終了ごとに面1へ戻ります。
・登録毎：1商品登録ごとに面1へ戻ります。

可能：JANの自動学習機能を使用します。可能：JANの自動学習機能を使用します。

オート：自動的に面1へ戻ります。オート：自動的に面1へ戻ります。

レシート発行：1取引終了ごとに面1へ戻ります。レシート発行：1取引終了ごとに面1へ戻ります。

つづく☞
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◆単価シフト
単価切り替え機能を使用するときの、切り替え方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・マニュアル：常に単価切替キーをタップして切り替えます。
・オート：自動的に単価1へ戻ります。

◆単価1戻り
単価シフトでオートを選択したときの、単価1への戻りかたの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・レシート発行：1取引終了ごとに単価1へ戻ります。
・登録毎：1商品登録ごとに単価1へ戻ります。

◆ISBN単価入力
ISBN/ISSNコード登録時の単価入力の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・強制：単価の入力を強制します。
・禁止：単価の入力を禁止します。（設定単価で登録）

◆客人数
売上操作時の、客人数の入力を強制にするかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・非強制：客人数の入力を非強制にします。
・強制：客人数の入力を強制にします。

◆編集表示
同じ商品を2回以上登録したときに、1つの項目として表示するかどうかの設定です。
・しない：1つの項目にまとめずに表示します。
・する：1つの項目にまとめて表示します。

◆キーキャッチ音
キー入力されたときの音の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・あり：ピッという音を鳴らします。
・なし：音を鳴らしません。

◆音量
音量の設定です。0～7の範囲で入力できます。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

オート：自動的に単価1へ戻ります。オート：自動的に単価1へ戻ります。

登録毎：1商品登録ごとに単価1へ戻ります。登録毎：1商品登録ごとに単価1へ戻ります。

強制：単価の入力を強制します。強制：単価の入力を強制します。

非強制：客人数の入力を非強制にします。非強制：客人数の入力を非強制にします。

する：1つの項目にまとめて表示します。する：1つの項目にまとめて表示します。

あり：ピッという音を鳴らします。あり：ピッという音を鳴らします。
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■■ レシート印字選択
レシート印字選択の設定をおこないます。

1	 各種機能選択メニュー（☞63ページ）で［レシート印字選択］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
お買上点数印字
編集印字
客層別メッセージ
レシート印紙貼付欄
領収証控え
客数印字
部門／PLUコード印字
JAN/UPCコード印字
セットPLUの子
PLU印字

◆お買上点数印字
登録時に、レシートにお買上点数を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：お買上点数を印字しません。
・あり：お買上点数を印字します。

◆編集印字
登録内容を訂正した場合に、訂正した内容を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：訂正した内容をレシートに印字します。
・する：訂正した内容をレシートに印字しません。

◆客層別メッセージ
.登録時に客層を設定したときに、客層別コマーシャルメッセージを印字するかどうかの設定です。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：客層別コマーシャルメッセージを印字しません。
・あり：客層別コマーシャルメッセージを印字します。
メッセージ内容については「メッセージ」（☞76ページ）を参照してください。

なし：お買上点数を印字しません。なし：お買上点数を印字しません。

する：訂正した内容をレシートに印字しません。する：訂正した内容をレシートに印字しません。

なし：客層別コマーシャルメッセージを印字しません。なし：客層別コマーシャルメッセージを印字しません。

つづく☞
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◆レシート印紙貼付欄
領収証発行時に、収入印紙貼付用の余白を作成するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：レシート印紙貼付欄を作成しません。
・あり：レシート印紙貼付欄を作成します。

◆領収証控え
領収証発行時に、領収証控えを発行するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：領収証控えを発行しません。
・あり：領収証控えを発行します。

◆客数印字
レシート発行時に、客数を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：客数を印字しません。
・する：客数を印字します。

◆部門/PLUコード印字
レシート発行時に、部門番号/PLUコードを印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：部門番号/PLUコードを印字しません。
・する：部門番号/PLUコードを印字します。

◆JAN/UPCコード印字
レシート発行時に、JAN/UPCコードを印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：JAN/UPCコードを印字しません。
・する：JAN/UPCコードと所属部門番号を印字します。

◆セットPLUの子PLU印字
レシート発行時に、セットPLUの子PLUを印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：セットPLUの子PLUを印字しません。
・する：セットPLUの子PLUを印字します。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

なし：レシート印紙貼付欄を作成しません。なし：レシート印紙貼付欄を作成しません。

あり：領収証控えを発行します。あり：領収証控えを発行します。

しない：客数を印字しません。しない：客数を印字しません。

しない：部門番号/PLUコードを印字しません。しない：部門番号/PLUコードを印字しません。

しない：JAN/UPCコードを印字しません。しない：JAN/UPCコードを印字しません。

・する：セットPLUの子PLUを印字します。・する：セットPLUの子PLUを印字します。
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■■ その他設定
その他の設定をおこないます。

1	 各種機能選択メニュー（☞63ページ）から［その他設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
通信エラー時
表示間隔
電子ジャーナル
送信後削除

◆通信エラー時表示間隔
クラウドシステムとの通信において、ここで設定した回数以上のエラーが発生した場合に、ユーザーへのエラー通
知をおこないます。1～999の範囲で入力できます。初期値は「10」です。

◆電子ジャーナル送信後削除
電子ジャーナルをクラウドシステムに送信した際、送信した電子ジャーナルを削除するかどうかの設定です。以下
の項目のいずれかに設定できます。
・しない：クラウドシステムに電子ジャーナルを送信しても、電子ジャーナルを削除しません。
・する：クラウドシステムに電子ジャーナルを送信したあと、電子ジャーナルを削除します。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
・しない：クラウドシステムに電子ジャーナルを送信しても、電子ジャーナルを削除しません。・しない：クラウドシステムに電子ジャーナルを送信しても、電子ジャーナルを削除しません。
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4-10.■レポート設定
レポート設定メニューでは、点検・精算レポートに関する次の項目を設定できます。
・印字選択を設定する【印字選択】（☞71ページ）
・時間帯レポートを設定する【時間帯レポート】（☞73ページ）
・連結レポートを設定する【連結レポート】（☞74ページ）
Memo ・..クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更すること

はできません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。
・..点検・精算レポートについては、「アプリケーションソフトウェア説明書～売上操作編～」をご覧ください。

■■ レポート設定メニューを表示する
レポート設定メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［レポート設定］をタップします。

3	 レポート設定メニューが表示されます。



設定

71

設
定
登
録

■■ 印字選択
点検・精算レポートに印字する内容を設定できます。

1	 レポート設定メニュー（☞70ページ）から［印字選択］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
部門構成比
構成比対象
平均売上単価
グループ構成比
時間帯平均
件数内容
売上点数
集計期間

◆部門構成比
点検・精算レポートに、部門構成比率を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：部門構成比率を印字しません。
・あり：部門構成比率を印字します。

◆構成比対象
部門構成比率の対象額の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・グループ計：グループ合計を対象とします。
・部門計：部門合計を対象とします。

◆平均売上単価
点検・精算レポートに、平均売上単価を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：平均売上単価を印字しません。
・あり：平均売上単価を印字します。

なし：部門構成比率を印字しません。なし：部門構成比率を印字しません。

グループ計：グループ合計を対象とします。グループ計：グループ合計を対象とします。

なし：平均売上単価を印字しません。なし：平均売上単価を印字しません。

つづく☞
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◆グループ構成比
点検・精算レポートに、グループ構成比率を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：グループ構成比率を印字しません。
・あり：グループ構成比率を印字します。

◆時間帯平均
点検・精算レポートに、時間帯別平均取引件数を印字するかどうかの設定です。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：時間帯別平均取引件数を印字しません。
・あり：時間帯別平均取引件数を印字します。

◆件数内容
点検・精算レポートに印字する件数の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・客人数：客数を印字します。
・取引数：取引数を印字します。

◆売上点数
点検・精算レポートに、売上点数を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：売上点数を印字しません。
・あり：売上点数を印字します。

◆集計期間
期間集計レポートに、集計期間を印字するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：集計期間を印字しません。
・あり：集計期間を印字します。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

なし：グループ構成比率を印字しません。なし：グループ構成比率を印字しません。

なし：時間帯別平均取引件数を印字しません。なし：時間帯別平均取引件数を印字しません。

取引数：取引数を印字します。取引数：取引数を印字します。

なし：売上点数を印字しません。なし：売上点数を印字しません。

なし：集計期間を印字しません。なし：集計期間を印字しません。
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■■ 時間帯レポート
時間帯別点検・精算レポートの集計開始時刻と集計時間の間隔が設定できます。

1	 レポート設定メニュー（☞70ページ）から［時間帯レポート］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
メモリータイプ
開始時刻

◆メモリータイプ
集計時間の間隔の設定です。15分、30分、60分のいずれかに設定できます。初期値は「30分」です。

◆開始時刻
集計開始時刻の設定です。0～23の範囲で入力できます。初期値は「0」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ 連結レポート
いくつかの点検・精算レポートの項目を設定しておくと、1回の操作で複数種類の点検・精算レポートを続けて発行するこ
とができます。1つの連結レポートに対し、最大20項目まで設定できます。

1	 レポート設定メニュー（☞70ページ）から［連結レポート1］または［連結レポート2］をタップします。
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2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

レポート名

◆レポート名
連結レポートに設定するレポートのリストです。設定できる項目は以下のとおりです。
・（未定義）
・全項目
・PLU/JAN*

・PLU/JAN（部門）*

・全責任者
・時間帯*

・未会計伝票
・部門/グループ*

・部門グループ指定*

・PLUグループ指定*

・在庫*

・ミニマム在庫*

・取引
・現在高
・PLU単価範囲*

・日計別
・曜日別
・PLU/JANゼロ売上*

・部門グループ合計*

・PLUグループ合計*

・在庫（部門）*

.*. レポートに印字する範囲や数値を指定する必要があります。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-11.■メッセージ
メッセージメニューでは、次の項目を設定できます。
・コマーシャルメッセージを設定する【コマーシャルメッセージ】（☞77ページ）
・客層メッセージを設定する【客層メッセージ】（☞78ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ メッセージメニューを表示する
メッセージメニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［メッセージ］をタップします。

3	 メッセージメニューが表示されます。
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■■ コマーシャルメッセージ
登録時、レシートに印字されるメッセージを設定できます。

1	 メッセージメニュー（☞76ページ）から［コマーシャルメッセージ］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

テキスト

◆テキスト
客層を指定していないときにレシートに印字されるメッセージです。
各行に、半角サイズで最大30文字まで入力できます。初期値は、「またのご来店を（1行目）お待ちしております（2
行目）ありがとうございました（3行目）」に設定されています。
.

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ 客層メッセージ
客層を指定したときレシートに印字されるメッセージを設定できます。

1	 メッセージメニュー（☞76ページ）から［客層1メッセージ］～［客層9メッセージ］のいずれかをタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

テキスト

◆テキスト
客層を指定したときにレシートに印字されるメッセージです。客層メッセージには客層ごとにちがう内容を9種類
まで設定することができます。
各行に、半角サイズで最大30文字まで入力できます。初期値は空白です。
.

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-12.■デバイス設定
デバイス設定メニューでは、次の項目を設定できます。
・レシートプリンタの設定をおこなう【レシートプリンタ】（☞80ページ）
・スキャナの設定をおこなう【スキャナ】（☞81ページ）
・外付け客側ディスプレイの設定をおこなう【外付け客側ディスプレイ】（☞82ページ）
・JET-S決済端末の設定をおこなう【JET-S決済端末】（☞83ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ デバイス設定メニューを表示する
デバイス設定メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［デバイス設定］をタップします。

3	 デバイス設定メニューが表示されます。
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■■ レシートプリンタ
レシートプリンタの設定をおこないます。

1	 デバイス設定メニュー（☞79ページ）から［レシートプリンタ］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ロゴ
レシート発行紙送り

◆ロゴ
コマーシャルメッセージと店名ロゴの印字様式です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・ヘッダ3行. ・ヘッダ＆フッタ
・店名ロゴ. ・ヘッダ+店名＆フッタ
・店名＆フッタ3行. ・店名+ヘッダ6行
・ヘッダ6行. ・店名+ヘッダ＆フッタ
・店名+ヘッダ3行

◆レシート発行紙送り
レシートの合計印字の前に1行紙送りするかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：合計印字の前に1行紙送りしません。
・あり：合計印字の前に1行紙送りをします。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

店名+ヘッダ3行

なし：合計印字の前に1行紙送りしません。なし：合計印字の前に1行紙送りしません。
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 ■ スキャナ
スキャナの設定をおこないます。

1 デバイス設定メニュー（☞79ページ）から［スキャナ］をタップします。

2 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ポート設定

◆ポート設定
スキャナを接続するCOMポートです。以下の項目のいずれかに設定できます。
・接続しない：スキャナを接続しません。
・COM2：スキャナをCOM2に接続します。
・COM3：スキャナをCOM3に接続します。
Memo JET-S決済端末を使用する場合、スキャナをCOM3に接続してください。

3 ［登録］をタップして設定を終了します。

COM2：スキャナをCOM2に接続します。COM2：スキャナをCOM2に接続します。
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■■ 外付け客側ディスプレイ
外付け客側ディスプレイの設定をおこないます。

1	 デバイス設定メニュー（☞79ページ）から［外付け客側ディスプレイ］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ポート設定

◆ポート設定
外付け客側ディスプレイを接続するCOMポートです。以下の項目のいずれかに設定できます。
・接続しない：外付け客側ディスプレイを接続しません。
・COM2：外付け客側ディスプレイをCOM2に接続します。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
接続しない：外付け客側ディスプレイを接続しません。接続しない：外付け客側ディスプレイを接続しません。
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 ■ JET-S決済端末
JET-S決済端末の設定をおこないます。
Memo JET-S決済端末とはクレジットなどの電子決済を行うための端末機であり、UP-N300とRS-232Cで接続しま

す。使用できる機器は、OMRON製 CATS-300 です。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

1 デバイス設定メニュー（☞79ページ）から［JET-S決済端末］をタップします。

2 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ポート設定
タイムアウト

◆ポート設定
JET-S決済端末を接続するCOMポートです。以下の項目のいずれかに設定できます。
・接続しない：JET-S決済端末を接続しません。
・COM2：JET-S決済端末をCOM2に接続します。
・ USB-シリアル：専用のUSB-シリアル変換ケーブルを使用してUP-N300のUSB(TYPE A)ポートに接続しま
す。（USB-シリアル変換ケーブルは当社指定のものを使用してください。当社指定のケーブルについては、お買
い上げの販売店にお問い合わせください。）

Memo ・外付け客側ディスプレイを使用しない場合、JET-S決済端末はCOM2に接続してください。
・外付け客側ディスプレイを使用する場合、JET-S決済端末はUSB-シリアルに接続してください。
・スキャナも同時に接続する場合は、スキャナをCOM3に接続してください。

接続しない：JET-S決済端末を接続しません。接続しない：JET-S決済端末を接続しません。

つづく☞
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Memo USB-シリアル変換ケーブルを使用する場合、ケー
ブルを接続した後の最初の開局時に、業務選択画面
で右のメッセージを表示します。このとき[OK]を
タップしてください。

◆タイムアウト
JET-S決済端末との通信タイムアウト時間の設定です。10～3600.(秒)の範囲で入力できます。
Memo タイムアウト時間は、UP-N300がJET-S決済端末に対して決済指示を送信してから、JET-S端末機を

使った一連の操作（客のカード操作やJET-S決済端末機での決済処理など）のすべてが完了するまでの時
間です。あらかじめ、客がカードをタッチする時間などを想定した上で、タイムアウト時間を入力してく
ださい。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-13.■伝票番号設定
■■ 伝票番号設定
売上操作で使用する伝票番号の範囲を設定できます。
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更する

ことはできません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［伝票番号設定］をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
最小伝票番号
最大伝票番号

◆最小伝票番号
伝票番号の最小値です。00001～99999の範囲で入力できます。初期値は「00001」です。

◆最大伝票番号
伝票番号の最大値です。00001～99999の範囲で入力できます。初期値は「99999」です。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-14.■消費税設定
消費税設定メニューでは、次の項目を設定できます。
・消費税および奉仕料の税率を設定する【消費税/奉仕料】（☞87ページ）
・税関連の設定をおこなう【税関連設定】（☞88ページ）
・消費税・奉仕料税の自動変更予約機能を設定する【予約消費税/奉仕料】（☞89ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ 消費税設定メニューを表示する
消費税設定メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［消費税設定］をタップします。

3	 消費税設定メニューが表示されます。
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■■ 消費税/奉仕料
このアプリケーションソフトウェアは複数の消費税に対応できるように、消費税率1～4で税率を分けて設定できるよう
になっています。また、奉仕料を自動的に計算登録する機能も使用できます。

1	 消費税設定メニュー（☞86ページ）から［消費税/奉仕料］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

消費税1税率
消費税2税率
消費税3税率
消費税4税率

奉仕料率

◆消費税1税率～消費税4税率
売上操作での消費税計算に使用される消費税1～4の税率です。0.0000～99.9999の範囲で入力できます。
消費税1税率の初期値は「8.0000」、消費税2税率～消費税4税率の初期値は「0.0000」です。

◆奉仕料率
奉仕料計算をする場合の奉仕料税率です。0.0000～99.9999の範囲で入力できます。初期値は「0.0000」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ 税関連設定
税関連の設定をおこないます。

1	 消費税設定メニュー（☞86ページ）で［税関連設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
予約日付
更新タイミング

内税端数処理
外税・奉仕料
端数処理
奉仕料課税

◆予約日付
消費税・奉仕料の自動変更予約機能を使用するときの、変更日の設定です。
年（西暦4桁）・月（2桁）・日（2桁）の順に入力します。初期値は「00000000」です。

◆更新タイミング
消費税・奉仕料の自動変更予約機能を使用するときの、更新のタイミングです。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・開局処理時：開局処理時に更新します。
・日計全項目精算後：日計全項目精算をおこなったあとに更新します。

◆内税端数処理
内税の端数処理の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・四捨五入
・切上
・切捨

日計全項目精算後：日計全項目精算をおこなったあとに更新します。日計全項目精算後：日計全項目精算をおこなったあとに更新します。

切捨
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◆外税・奉仕料端数処理
外税の端数処理の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・四捨五入
・切上
・切捨

◆奉仕料課税
奉仕料の課税対象の設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・税1
・税2
・税3
・税4
・非課税

3	［登録］をタップして設定を終了します。

■■ 予約消費税/奉仕料
.消費税が改正される場合、更新日と新しい税率をまえもって設定しておくと、指定した更新日に自動的に税率を更新する
ことができます。（消費税の自動変更予約機能）
また、このアプリケーションソフトウェアは、商品の種類によって複数の税率が使われる場合に備えて、消費税1～4を備
えています。複数の税率が施行される場合は、消費税1～4を設定することで使いわけができます。
現行のように商品にかかる一般的な税率が1種類しかなく、そのまま税率が変わるだけという改正の場合は、現在使って
いる消費税1の税率を変更するだけでよいことになります。

消費税の自動変更予約機能を使用する場合は、以下の順番で設定をおこなってください。
. （1）「税関連設定」で予約日付と更新タイミングを設定します。
. （2）「予約消費税/奉仕料」で新しい消費税率1～4または奉仕料税率を設定します。

消費税の自動変更予約機能が設定されている場合、新税率施行日に自動変更機能がはたらき、設定されていた新税率に変
更されます。
Memo 自動更新が実施されたあとは、各設定項目は以下のようになります。

・.更新タイミングは初期設定（日計全項目精算後）になります。
・予約日付はクリアされて、「0000年00月00日」になります。
・予約消費税/奉仕料の設定はクリアされて、0.0000％になります。

1	 消費税設定メニュー（☞86ページ）から［予約消費税/奉仕料］をタップします。

切捨

税1

つづく☞
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2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

消費税1税率
消費税2税率
消費税3税率
消費税4税率

奉仕料率

◆消費税1税率～消費税4税率
消費税が改正される場合の、新しい消費税率です。0.0000～99.9999の範囲で入力できます。
初期値は「0.0000」です。

◆奉仕料率
奉仕料を変更する場合の、新しい奉仕料率です。0.0000～99.9999の範囲で入力できます。
初期値は「0.0000」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-15.■クレジット商品コード設定
■■ クレジット商品コード設定
クレジット商品コードの設定をおこないます。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［クレジット商品コード設定］をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
クレジット
商品コード

◆クレジット商品コード
クレジット商品コードです。数字7桁まで入力できます。初期値は「0000990」です。
Memo 7桁未満の数字を入力する場合は、先頭に「0」を付けて7桁になるように入力してください。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
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4-16.■電子ジャーナル
■■ 電子ジャーナル
電子ジャーナルの設定をおこないます。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［電子ジャーナル］をタップします。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
全項目精算時
自動出力/送信
メモリーフル時

◆全項目精算時自動出力
精算時に、電子ジャーナルを自動的に出力する設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・なし：精算時、電子ジャーナルを出力しません。
・あり：精算時、電子ジャーナル出力します。
Memo クラウドサービスを利用している場合は、［全項目精算時自動送信］が表示されます。精算時に、電子ジャー

ナルを自動的にクラウドへ送信するかどうかを設定できます。初期値は「あり」に設定されています。

・なし：精算時、電子ジャーナルを出力しません。・なし：精算時、電子ジャーナルを出力しません。
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◆メモリーフル時
電子ジャーナルのメモリーが残り少なくなったときに、警告を表示するかどうかの設定です。以下の項目のいずれ
かに設定できます。
・無視：.電子ジャーナルのメモリーが残り少なくなっても、警告ダイアログを表示しません。古いデータから削除

します。
・警告：電子ジャーナルのメモリーが残り少なくなると、警告ダイアログを表示します。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
警告：電子ジャーナルのメモリーが残り少なくなると、警告ダイアログを表示します。警告：電子ジャーナルのメモリーが残り少なくなると、警告ダイアログを表示します。
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4-17.■伝票取引
伝票取引メニューでは、次の項目を設定できます。
・伝票取引設定をおこなう【伝票取引設定】（☞95ページ）
・OES設定をおこなう【OES設定】（☞97ページ）
・奉仕料対象テーブル設定をおこなう【奉仕料対象テーブル設定】（☞98ページ）
Memo クラウドサービスを利用しているときは、各設定項目内容を確認することはできますが、設定内容を変更することは

できません。設定内容の変更は、クラウドサービスでおこなってください。

■■ 伝票取引メニューを表示する
伝票取引メニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	［伝票取引］をタップします。

3	 伝票取引メニューが表示されます。
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■■ 伝票取引設定
伝票取引設定をおこないます。

1	 伝票取引メニュー（☞94ページ）から［伝票取引設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。 未会計オーダー
自動送信
未会計オーダー
自動送信間隔

全項目精算時に未会計
オーダークリア
オーダー集計時間
テーブル番号入力
テーブル数
テイクアウト時奉仕料
奉仕料開始時刻
奉仕料終了時刻

全項目精算時に
未会計オーダー送信

◆未会計オーダー自動送信
未会計のオーダーを自動で送信するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：未会計のオーダーを自動送信しません。
・する：未会計のオーダーを自動送信します。

◆未会計オーダー自動送信間隔
未会計のオーダーを自動送信する間隔です。0001～2400の範囲で入力できます。時（2桁）+分（2桁）で入力し
ます。初期値は「0001」（1分）です。
Memo 15分の場合、「0015」と入力します。100分（1時間40分）の場合、「0140」と入力します。0を省略す

ることはできません。

◆全項目精算時に未会計オーダー送信
全項目精算時に未会計のオーダーを送信するかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：全項目精算時に未会計のオーダーを送信しません。
・する：全項目精算時に未会計のオーダーを送信します。

する：未会計のオーダーを自動送信します。する：未会計のオーダーを自動送信します。

する：全項目精算時に未会計のオーダーを送信します。する：全項目精算時に未会計のオーダーを送信します。

つづく☞
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◆全項目精算時に未会計オーダークリア
全項目精算時に未会計のオーダーをクリアするかどうかの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・しない：全項目精算時に未会計のオーダーをクリアしません。
・する：全項目精算時に未会計のオーダーをクリアします。

◆オーダー集計時間
時間帯集計を集計する時間を設定できます。以下の項目のいずれかに設定できます。
・ファーストオーダー時間：時間帯集計を伝票取引の最初のオーダー時間で集計します。
・会計時間：時間帯集計を伝票取引の支払い時間（会計時間）で集計します。

◆テーブル番号入力
売上業務で伝票取引を開始するときに、テーブル番号の入力を必要とするかどうかの設定です。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・必要：伝票取引開始時に、テーブル番号の入力が必要になります。
・不要：伝票取引開始時に、テーブル番号の入力が不要になります。

◆テーブル数
売上業務で伝票取引を開始するときに、入力できる最大テーブル数です。1～500の範囲で入力できます。
初期値は「200」です。

◆テイクアウト時奉仕料
テイクアウトの商品に対し、奉仕料を加算するかどうかの設定です。
以下の項目のいずれかに設定できます。
・加算しない：テイクアウトの商品に奉仕料を加算しません。
・加算する：テイクアウトの商品に奉仕料を加算します。

◆奉仕料開始時刻
奉仕料の加算を開始する時刻です。0000～2359の範囲で入力できます。初期値は「0000」です。

◆奉仕料終了時刻
奉仕料の加算を終了する時刻です。0000～2359の範囲で入力できます。初期値は「0000」です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

する：全項目精算時に未会計のオーダーをクリアします。する：全項目精算時に未会計のオーダーをクリアします。

会計時間：時間帯集計を伝票取引の支払い時間（会計時間）で集計します。会計時間：時間帯集計を伝票取引の支払い時間（会計時間）で集計します。

必要：伝票取引開始時に、テーブル番号の入力が必要になります。必要：伝票取引開始時に、テーブル番号の入力が必要になります。

加算しない：テイクアウトの商品に奉仕料を加算しません。加算しない：テイクアウトの商品に奉仕料を加算しません。
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■■ OES設定
OES設定をおこないます。

1	 伝票取引メニュー（☞94ページ）から［OES設定］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
全項目精算時のOES
全項目精算時の
OES一括精算

通信タイムアウト
ソケット通信エラー
表示間隔

◆全項目精算時のOES
全項目精算時の、OESサーバー操作の設定です。
・シャットダウン：日計精算時にOESサーバーをシャットダウンします。
・再起動：日計精算時にOESサーバーを再起動します。
・何もしない：日計精算時にOESサーバーに対して何も操作しません。

◆全項目精算時のOES一括精算
全項目精算時に未会計オーダーをクリアするかどうかの設定です。
・しない：日計精算時に未会計オーダーをクリアしません。
・する：日計精算時に未会計オーダーをクリアします。（OESの伝票番号も初期化します。）

◆通信タイムアウト
通信タイムアウトになる時間です。初期値は「999秒」です。

◆ソケット通信エラー表示間隔
ソケット通信エラーの表示間隔です。初期値は「120秒」です。

Memo 設定項目の詳細については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

シャットダウン：日計精算時にOESサーバーをシャットダウンします。シャットダウン：日計精算時にOESサーバーをシャットダウンします。

する：日計精算時に未会計オーダーをクリアします。（OESの伝票番号も初期化します。）する：日計精算時に未会計オーダーをクリアします。（OESの伝票番号も初期化します。）
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■■ 奉仕料対象テーブル設定
奉仕料対象テーブル設定をおこないます。

1	 伝票取引メニュー（☞94ページ）から［奉仕料対象テーブル設定］をタップします。

2	 奉仕料対象テーブル番号を入力し、［選択］をタップします。

1～9999の範囲で入力できます。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo 一覧から設定したい番号をタップして

も選択することができます。

3	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
テーブル番号

◆テーブル番号
奉仕料を加算するテーブル番号です。

4	［登録］をタップして設定を終了します。
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設定登録

■■ 簡易設定
簡易設定をおこないます。
Memo 簡易設定は、「責任者権限」（☞58ページ）に設定されている責任者も操作できる項目です。

1	 設定登録業務画面で［簡易設定］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
カテゴリ

画面デザイン

◆カテゴリ
売上操作時のカテゴリの設定です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・物販
・飲食
Memo ここで設定を変更してもキーレイアウトは変わりません。キーレイアウトの変更は保守設定でおこない

ます。詳しくは、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
◆画面デザイン
画面のデザインです。以下の項目のいずれかに設定できます。
・スタンダード
・クリア
・ホット

3	［登録］をタップして設定を終了します。

飲食

スタンダードスタンダード

5. 簡易設定
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■■ レシート用店名ロゴについて
店名ロゴには次の3種類があり、いずれか1つに設定する必要があります。

	 標準店名ロゴ
このアプリケーションソフトウェアに最初から入っているロゴで、「お買上票」と「領収証」の2種類があります。

. お買上票. 領収証

. .

	 文字設定による店名/領収証ロゴ
設定したメッセージを店名/領収証ロゴとして印字できます。店名ロゴは最大4行・各行半
角文字サイズで30文字まで、領収証ロゴは最大6行・各行半角文字サイズで30文字まで
設定できます。

	 グラフィック店名ロゴ
お店独自のロゴマークなどを店名ロゴとして使うことができます。

■■ 店名/領収証ロゴ
.

店名ロゴ

コマーシャル
メッセージ

　　

領収証ロゴ

<ご参考例> 書体：角ゴシック
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■■ 店名/領収証ロゴメニューを表示する
店名/領収証ロゴメニューを表示します。

1	 設定登録業務画面で［店名/領収証ロゴ］をタップします。

設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	 店名/領収証ロゴメニューが表示されます。
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■■ 店名ロゴ選択
店名ロゴ選択の設定をおこないます。

1	 店名/領収証ロゴメニュー（☞101ページ）から［店名ロゴ選択］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ロゴ種

◆ロゴ種
店名ロゴの種類です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・お買上票
・領収証
・独自：「店名ロゴ作成」（☞103ページ）で設定されているメッセージが印字されます。
・グラフィックロゴ
・グラフィックロゴ&テキスト（3行）

3	［登録］をタップして設定を終了します。

お買上票



店名/領収証ロゴ

103

設
定
登
録

■■ 店名ロゴ作成
店名ロゴ作成の設定をおこないます。

1	 店名/領収証ロゴメニュー（☞101ページ）から［店名ロゴ作成］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

テキスト

◆テキスト
「店名ロゴ選択」（☞102ページ）で「独自」が選択されている場合、ここで入力されているテキストが、店名ロゴと
してレシートに印字されます。
半角サイズで最大30文字まで入力できます。初期値は空白です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。
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■■ 領収証ロゴ選択
領収証ロゴ選択の設定をおこないます。

1	 店名/領収証ロゴメニュー（☞101ページ）から［領収証ロゴ選択］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。
ロゴ種

◆ロゴ種
領収証ロゴの種類です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・お買上票
・領収証
・独自：「領収証ロゴ作成」（☞105ページ）で設定されているメッセージが印字されます。
・グラフィックロゴ
・グラフィックロゴ＆テキスト（3行）

3	［登録］をタップして設定を終了します。

独自：「領収証ロゴ作成」（☞105ページ）で設定されているメッセージが印字されます。独自：「領収証ロゴ作成」（☞105ページ）で設定されているメッセージが印字されます。
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領収証ロゴ作成の設定をおこないます。

1	 店名/領収証ロゴメニュー（☞101ページ）から［領収証ロゴ作成］をタップします。

2	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

テキスト

◆テキスト
「領収証ロゴ選択」（☞104ページ）で「独自」が選択されている場合、ここで入力されているテキストが、領収証ロ
ゴとして領収証に印字されます。
半角サイズで最大30文字まで入力できます。初期値は空白です。

3	［登録］をタップして設定を終了します。

■■ 領収証ロゴ作成
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部門、PLU/JAN、連結PLU.テーブル、セットPLUテーブル、まとめ値引テーブルの設定を設定予約ファイルに作成しておき、
予約実行日にこのファイルをダウンロードすることで、一括して設定を変更することができます。設定項目によって予約実行日
がちがうときは、日付ごとに別の設定内容を作成しておくことができます。

■■ 設定予約
設定予約をおこないます。

1	 設定登録業務画面で［設定予約］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	 設定予約をおこなう日付を入力し、［選択］をタップします。

年（西暦4桁）・月（2桁）・日（2桁）の順に入力します。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo すでに予約が設定されている場合は、

一覧から設定したい日付をタップして
も選択することができます。

3	 設定予約をおこなう項目をタップします。
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4	 設定したい番号を入力して［選択］をタップします。
表示は［部門］の例です。
数字の入力方法については、付録の「文字/数字の入
力方法」（☞123ページ）を参照してください。
Memo ・.一覧から設定したい番号をタップし

ても選択することができます。
・.すでに設定予約が登録されている番
号には、「*」が表示されます。

5	 設定する項目を選択し、設定内容を入力します。

設定項目

実行方法

◆実行方法
設定予約の実行方法です。以下の項目のいずれかに設定できます。
・変更：設定項目で入力した内容に変更します。
・削除：選択した番号の設定予約内容を削除します。

◆設定項目
通常の設定項目と同じ内容が表示されます。各項目の詳細については、以下を参照してください。
・部門（☞21ページ）
・PLU/JAN（☞23ページ）
・連結PLU.テーブル（☞32ページ）
・セットPLUテーブル（☞33ページ）
・まとめ値引テーブル（☞34ページ）

6	［登録］をタップして設定を終了します。
別の設定予約を続けておこなう場合は、手順2～6をおこなってください。

Memo 不要になった設定予約を削除するときは、次のとおり操作します。
①手順4で、各項目の削除したい番号を選択します。
②［設定削除］をタップします。
③確認画面が表示されたら、［はい］をタップします。

変更：設定項目で入力した内容に変更します。変更：設定項目で入力した内容に変更します。
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トレーニング機能を使って、お店でのレジ操作の練習をすることができます。
この機能を使えば、売上データに支障を与えることなく、レジ操作を練習できます。
Memo トレーニング機能で操作した内容は、売上集計に計算されません。

また、電子ジャーナルにも記録されません。

■■ トレーニング機能について

トレーニング機能の使いかた
トレーニング機能は次の手順で使用します。
1) 設定登録業務でトレーニングモード開始を指定する。【設定登録業務】

Memo トレーニングモードの状態になり、トレーニング機能を使用できます。

2) レジ操作の練習をおこなう。【売上処理業務】【取引後訂正業務】
Memo ・トレーニングモードでは、次の項目の操作をおこなうことができます。

　－.売上処理
　－.取引後訂正
　－.トレーニングモード開始/終了の指定
・トレーニング機能で発行したレシートには「トレーニング」の文字が印字されます。

3) 設定登録業務でトレーニングモード終了を指定する。【設定登録業務】
Memo トレーニングモードの状態が解除されます。

また、以下の点が通常のレジ操作とは異なります。
・.トレーニングモードでの操作では設定内容は変更されません。.
（たとえば、売価変更登録で入力した単価や部門番号は設定変更されません。）
・.トレーニングモードでのレシートでは一連番号、領収証番号、明細書番号は更新されません。.
（すべてトレーニングモードを開始したときの番号になります。）
・トレーニングモードでの領収証や領収証控えには、領収証番号は印字しません。

	 例 	トレーニングモードで、5,000円の商品（部門1、消費税内税対象）と3,000円の商品（部門2、消費税内税対象）
を現金で売り、トレーニングモードを終了するとき

1)設定登録業務でトレーニングモード開始を指定する。

1	 設定登録業務画面で［トレーニング］をタップします。
設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

以下のレシートが発行されます。

2	［トレーニングモード］をタップします。
以下のダイアログが表示されます。［開始］をタップ
してください。

3	［登録］をタップします。
トレーニングモードが開始され、自動的に業務選択
画面に戻ります。
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2)レジ操作の練習をおこなう。

1	 業務選択画面で［売上処理］をタップします。
Memo 取引後訂正の操作をおこなう場合は、［取

引後訂正］をタップします。

2	 責任者入力画面が表示されるので、責任者番号とシークレットコードを入力し、［登録］をタップします。

3	 売上処理業務画面が表示されます。
トレーニングモードでは通常取引の背景が青色で表
示されます。

4	 以下の内容を入力します。
5 	 0 	00 	 部門1

3 	 0 	00 	 部門2 	 現/預

Memo トレーニングモードを解除するまで、繰り
返しレジ操作を練習できます。

レシート印字例

※.「トレーニング」
と印字されます。

Memo レシートに印字される「トレーニング」の文字は変更することができます。
設定方法については、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
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3)設定登録業務でトレーニングモード終了を指定する。

1	 設定登録業務画面で［トレーニングモード］をタップします。

設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。
以下のダイアログが表示されます。［終了］をタップ
してください。

以下のレシートが発行されます。

2	［登録］をタップします。
トレーニングモードが終了し、自動的に業務選択画
面に戻ります。

トレーニングモード中のクレジット決済操作について
トレーニングモード中に、クレジット決済操作の練習ができます。
ただし、クレジット決済を行った場合と同じ動作をするだけで、実際のクレジット決済（金額引き落とし）はおこなわ
れません。このため、どのカードを使用した場合も、クレジット伝票には次の内容が印字されます。
・カード番号.：0000-0000-0000-0000
・有効期限.：00-00
・カード会社.：xxxxx
・承認番号.：000000
・伝票番号.：00000
・合計金額.：レシートの合計金額
・税・送料.：なし
・メッセージ：ご利用ありがとうございましたまたのご来店をお待ちしております
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ダイナミックJANファイルをダウンロードします。ダウンロードを実行すると、PLU/JANの設定が「ダイナミックJAN」
（☞26ページ）で設定した内容に書きかえられます。
Memo ダイナミックJANロードを実行すると、ダイナミックJANファイルは削除されます。

■■ ダイナミックJANロード
ダイナミックJANファイルをダウンロードします。

1	 設定登録業務画面で［ダイナミックJANロード］をタップします。

設定登録業務画面の表示方法については「設定登録業
務を選択する」（☞12ページ）を参照してください。

2	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
ダイナミックJANファイルがダウンロードされます。
ダウンロードが完了すると、ダウンロードしたPLU/
JANの設定を印字します。

9. ダイナミックJANロード
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ここでは、保守業務ついて説明しています。保守メニューでは次の項目を設定できます。
・各種設定データと電子ジャーナルデータをUSBメモリーに保存する【バックアップ】（☞114ページ）
・【バックアップ】操作でUSBメモリーに保存した設定データを、USBメモリーから復元する【リストア】（☞115ページ）
・外部で作成した店名ロゴや領収証データをUSBメモリーから読み込む【店名/領収証ロゴ登録】（☞116ページ）
・全項目精算時にN300にバックアップしたOESファイルをZIP圧縮しUSBのルートディレクトリに転送する【OES設定バックアップ】（☞117ページ）
・レジ操作（売上処理など）の練習をおこなった場合、練習で登録された売上データをクリアする【練習データクリア】（☞117ページ）
・OESに対して「設定ダウンロード」、「コントローラーシャットダウン」、「コントローラー再起動」の操作をおこなう【OES管理】（☞118ページ）
・N300およびOESサーバーの未会計伝票を送信するまたは、オーダー情報をすべてクリアする【未会計伝票管理】（☞119ページ）
・電子ジャーナルをクラウドシステムに送信する【アップロード】
・クラウドシステムから各種設定データを受信する【ダウンロード】
・全項目精算時にクラウドにバックアップしたデータをダウンロードする【端末設定ダウンロード】
・端末を再アクティベーションする【再アクティベーション】
Memo ・..ここで説明している操作は、すべて保守業務での操作です。責任者を指定する際は、「責任者権限」（☞58ページ）

が「管理者」に設定されている責任者を指定してください。
・..「アップロード」、「ダウンロード」、「端末設定ダウンロード」、「再アクティベーション」はクラウドシステムとの連
携システムです。詳しくは、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。

■■ 保守業務を選択する
.設定登録業務を選択します。

1	 業務選択画面（☞10ページ）で［保守］をタップします。

2	 責任者入力画面が表示されるので、責任者番号とシークレットコードを入力し、［登録］をタップします。

数字の入力方法については、「テンキーパッドの操作に
ついて」（☞6ページ）を参照してください。

10. 保守業務について
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3	 保守業務画面が表示されます。
設定できる項目は、以下のとおりです。
・「データ管理」（☞114ページ）
・「システムアップデート」※1

・「端末設定」※2

・「OES管理」（☞118ページ）※3

・「未会計伝票管理」（☞119ページ）

※1.アプリケーションソフトウェアの更新があった場
合に使用します。[システムアップデート]をタッ
プすると、自動的にネットワークに接続してアプ
リケーションソフトウェアの更新を開始します。
画面の指示にしたがってアップデートを実行して
ください。

※2.クラウドサービス利用時のみ使用します。詳しく
は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問
い合わせください。

※3.OESを利用する場合のみ表示します。
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■■ バックアップ
市販のUSBメモリーを使用して、各種設定データと電子ジャーナルデータをUSBメモリーに保存できます。

1	 保守業務画面で［データ管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 データ管理メニューから[バックアップ]をタップします。

3	 保存する項目を選択します。
商品マスター

ロゴデータ
電子ジャーナル

設定データ

◆商品マスター
部門設定、PLU/JAN設定、ダイナミックJAN設定、セットPLUテーブル、連結PLUテーブル、まとめ値引きテー
ブル、またこれらに関する設定予約テーブルを保存します。

◆設定データ
「商品マスター」以外の設定登録データを保存します。

◆ロゴデータ
店名ロゴ、領収書ロゴデータを保存します。

◆電子ジャーナル
電子ジャーナルデータを保存します。

4	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
選択したデータがUSBメモリーに保存されます。
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■■ リストア
「バックアップ」操作でUSBメモリーに保存したデータをUSBメモリーから復元できます。リストア操作は「バックアップ」
操作をおこなったマシンと同じマシンまたは修理交換後のマシンに対しておこなってください。尚、ソフトウェアでは操
作されたマシンが保存したマシンと同一かの判断はできないため、本操作は使用者の管理のもとでおこなってください。

1	 保守業務画面で［データ管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 データ管理メニューから[リストア]をタップします。

3	 復元する項目を選択します。
商品マスター

ロゴデータ
設定データ

◆商品マスター
部門設定、PLU/JAN設定、ダイナミックJAN設定、セットPLUテーブル、連結PLUテーブル、まとめ値引きテー
ブル、またこれらに関する設定予約テーブルを復元します。

◆設定データ
「商品マスター」以外の設定登録データを復元します。

◆ロゴデータ
店名ロゴ、領収書ロゴデータを復元します。

4	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
選択したデータがUSBメモリーから復元されます。
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■■ 店名/領収証ロゴ登録
外部で作成した店名ロゴや領収証ロゴをUSBメモリーから読み込めます。あらかじめ作成したロゴデータをUSBメモリー
に保存しておく必要があります。

1	 保守業務画面で［データ管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 データ管理メニューから[店名/領収証ロゴ登録]をタップします。

3	 登録する項目を選択します。
店名ロゴ
領収証ロゴ

◆店名ロゴ
店名ロゴ（グラフィックデータ）を登録します。

◆領収証ロゴ
領収証ロゴ（グラフィックデータ）を登録します。

4	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
選択した項目が登録されます。
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■■ OES設定バックアップ
全項目精算時にN300にバックアップしたOESファイルをZIP圧縮しUSBのルートディレクトリに転送できます。

1	 保守業務画面で［データ管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 データ管理メニューから[OES設定バックアップ]をタップします。

3	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
OES設定がUSBメモリーに保存されます。

■■ 練習データクリア
レジ操作（売上処理など）の練習をおこなった場合、練習で登録された売上データをクリアできます。すべての売上メモリー
（数量、金額）、累計、Zカウンタ、一連番号、領収証番号の設定値を初期化します。
Memo クラウドサービス利用時は、この機能は利用できません。

1	 保守業務画面で［データ管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 データ管理メニューから[練習データクリア]をタップします。

3	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
練習データがクリアされます。
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■■ OES管理
OESに対して各種処理をおこないます。
Memo OESをご使用の場合のみ、この機能を利用できます。

1	 保守業務画面で［OES管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 OES管理メニューから実行する項目を選択します。
マスター配信
コントローラーシャットダウン
コントローラー再起動
稼働状況確認

◆マスター配信
OESにOESマスターを送信します。

◆コントローラーシャットダウン
N300からリモート操作でOESをシャットダウンします。

◆コントローラー再起動
N300からリモート操作でOESを再起動します。

◆稼働状況確認
OESの稼働状況を確認し印字します。

3	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
選択した処理が実行されます。
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■■ 未会計伝票管理
N300およびOESサーバーの未会計伝票を送信または、オーダー情報をすべてクリアできます。

1	 保守業務画面で［未会計伝票管理］をタップします。
保守業務画面の表示方法については「保守業務を選択
する」（☞112ページ）を参照してください。

2	 未会計伝票管理メニューから実行する項目を選択します。
オーダー情報全クリア
未会計オーダー送信

◆オーダー情報全クリア
N300およびOESサーバーにあるオーダー情報をすべてクリアします。

◆未会計オーダー送信
N300およびOESサーバーから「未会計オーダー」の情報をクラウドシステムに送信します。
Memo クラウドサービス利用時のみ有効です。

3	 表示される確認画面で［はい］をタップします。
選択した処理が実行されます。
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■■ JAN/EAN/UPCコードについて
. .このアプリケーションソフトウェアでは、別売のハンドスキャナを使って、商品情報を読み取りすることができます。
. ここでは、このアプリケーションソフトウェアで読み取れるコードの種類を説明します。

コードの概要
. .JAN/EAN/UPCコードは、商品の情報（製造メーカー、商品名など）を数値として表現したものです。多くの場合、数値

は細い線で表現されています。この線を「バーコード」と呼びます。バーコードをハンドスキャナで読み取ることで、この
アプリケーションソフトウェアの登録操作を簡略化できます。.
JAN/EAN/UPCコードは、機能的な分類として次の2種類があります。

◆ソースマーキング
. 商品の製造段階で付けられるコードを、ソースマーキングと呼びます。

◆インストアマーキング
. .生鮮食品のように質や量が常に統一でない商品などに、小売店側で付けるコードを、インストアマーキングと呼びます。
. .インストアマーキングには、おもに商品コードで構成された「PLU」と、商品コードと単価で構成された「NON-PLU」が

あります。
Memo 本書では、JAN/EAN/UPCコード、およびバーコードを総称して、「JANコード」と記載しております。

コードの種類
. このアプリケーションソフトウェアでは、次の種類のコードを使用できます。

◆JAN13（EAN13）
. .JAN13はおもに日本、EAN13はおもにヨーロッパで普及しているコードです。13桁で構成されています。
.

識別コード（02、20～29以外）
メーカーコード（5桁） 商品コード（5桁） チェックデジット（1桁）

◆JAN8（EAN8）
. JAN8はおもに日本、EAN8はおもにヨーロッパで普及しているコードです。8桁で構成されています。
.

識別コード（先頭のコードが0、2以外）
商品コード（1桁）

メーカーコード（4桁） チェックデジット（1桁）

◆UPC-A
. UPC-Aはおもにアメリカで普及しているコードです。12桁で構成されています。
.

識別コード（2以外）
メーカーコード（5桁） 商品コード（5桁） チェックデジット（1桁）

◆UPC-E
. .UPC-Eはおもにアメリカで普及しているコードです。UPC-Aを特定の法則で省略し、6桁で構成されています。
.

UPC-Aを省略した数値（6桁）
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◆インストアマーキング（標準13桁PLU）
. 識別コードに02または20～29を付けた13桁のコードです。
. 識別コード、商品コード、チェックデジットで構成されています。
.

識別コード（02または20～29）
商品コード（10桁） チェックデジット（1桁）

Memo 識別コードが02のコードはUPC-Aに分類されます。
(0で始まる識別コードはUPC-Aに分類されます。)

◆インストアマーキング（標準13桁NON-PLU）
. 識別コードに02または20～29を付けた13桁のコードです。
. 識別コード、商品コード、単価または数量、チェックデジットで構成されています。
.

識別コード
（02または20～29）

商品コード（5桁）
（4桁の場合もあり） 単価または数量（4桁）

（5桁の場合もあり）
チェックデジット（1桁）
※単価または数量として使う場合もあり

チェックデジット（1桁）

Memo 識別コードが02のコードはUPC-Aに分類されます。
(0で始まる識別コードはUPC-Aに分類されます。)

. ※初期設定では、以下の識別コードが設定されています。
	 ・識別コード20（商品コード：6桁、単価：4桁）
. 2 0

識別コード 商品コード（6桁） 単価（4桁） チェックデジット（1桁）

. ※.インストアマーキング(NON-PLU)の構成と識別コードは、「インストアマーキング（NON-PLU）」（☞35ページ）で追
加や変更ができます。

◆インストアマーキング（標準8桁PLU）
. 識別コードに0を付けた8桁のコードです。
. 識別コード、商品コード、チェックデジットで構成されています。
.

識別コード（0）
商品コード（6桁） チェックデジット（1桁）

◆インストアマーキング（標準8桁NON-PLU）
. 識別コードに2を付けた8桁のコードです。
. 識別コード、商品コード、単価または数量、チェックデジットで構成されています。
. 一般的には、商品コードと単価または数量のあいだのチェックデジットはありません。
.

識別コード（2）
商品コード（2桁）

単価または数量（4桁）
チェックデジット（1桁）

. ※初期設定では、以下の識別コードが設定されています。
	 ・識別コード2（商品コード：2桁、単価：4桁）
. 2

識別コード（2）
商品コード（2桁）

単価（4桁）
チェックデジット（1桁）

. ※.インストアマーキング(NON-PLU)の構成と識別コードは、「インストアマーキング（NON-PLU）」（☞35ページ）で追
加や変更ができます。
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コードの入力
. .JANコードをこのアプリケーションソフトウェアに登録するには、手で入力する方法と、ハンドスキャナを使って入力す

る方法があります。登録方法については「アプリケーションソフトウェア説明書～売上操作編～」をご覧ください。
. 手で入力する際、コードの種類によって入力する桁数が異なります。

◆JAN13（EAN13）
. 全13桁を入力します。

◆JAN8（EAN8）
. 全8桁を入力します。

◆UPC-A
. 次のいずれかの桁を入力します。
. ・はじめに0を付けた、13桁
. ・全12桁
. ・チェックデジットを除いた、11桁

◆UPC-E
. 全6桁を入力します。

Memo UPC-Eコードの中には、図のように8個の数字が記載されているものがあります。
この場合は、最初と最後の数字を無視して、間の6桁の数字を入力します。

◆インストアマーキング（標準13桁PLU）
. 次のいずれかの桁を入力します。
. ・全13桁
. ・識別コードの0を除いた、12桁
. ・識別コードの0、およびチェックデジットを除いた、11桁

◆インストアマーキング（標準13桁NON-PLU）
. .識別コードに02または20～29を付けた、13桁で構成されています。.

次のいずれかの桁を入力します。.
・全13桁.
・識別コードの0を除いた、12桁.
・識別コードの0、およびチェックデジットを除いた、11桁

◆インストアマーキング（標準8桁PLU）
. 全8桁を入力します。

◆インストアマーキング（標準8桁NON-PLU）
. 全8桁を入力します。

インストアマーキングコードの商品マスターと売上集計について
◆インストアマーキング（標準13桁PLU）

. 全13桁コードで管理します。

◆インストアマーキング（標準13桁NON-PLU）
. 13桁のうち、“識別コード＋商品コード”単位で管理します。
. 単価または数量とチェックデジットは異なっていても同じ商品として集計します。
. 商品マスターや売上集計でのJANコードは、単価または数量とチェックデジットの箇所を0としたコードで管理します。
. 設定登録業務や点検精算業務でのJANコードは、単価または数量とチェックデジットの箇所を＊で表示/印字します。

◆インストアマーキング（標準8桁PLU）
. 全8桁コードで管理します。

◆インストアマーキング（標準8桁NON-PLU）
. 8桁のうち、“識別コード＋商品コード”単位で管理します。
. 単価または数量とチェックデジットは異なっていても同じ商品として集計します。
. 商品マスターや売上集計でのJANコードは、単価または数量とチェックデジットの箇所を0としたコードで管理します。
. 設定登録業務や点検精算業務でのJANコードは、単価または数量とチェックデジットの箇所を＊で表示/印字します。

0 123456 7

この部分の数字を入力
してください。
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■■ 文字/数字の入力方法
. .このアプリケーションソフトウェアでは文字入力アプリケーションソフトウェアとしてSimejiが搭載されています。ここ

では、このアプリケーションソフトウェアで使用する機能について説明しています。
Memo 設定登録内容の確認操作で使用するのは、数字入力キーボードのみです。

.
文字入力ボードの見かた

. .文字入力欄をタップすると、画面の下側に、文字入力ボードが表示されます。文字入力ボードには、数字入力キーボード
と文字入力キーボードがあります。

数字入力キーボード
1 2654

7

3

8

9

10

11

文字入力キーボード

12 8

11

1014 15

1

13

6 254

3

	1..文字入力キーボード
. .数字入力の場面では数字入力キーボード、文字入力の場面では文字入力キーボードが表示されます。キーの表示は、
文字入力モードにより異なります。

	2..キーボード閉じるボタン
. .文字入力ボードを閉じます。

	3..コントロールパネル
. .キーボードの上に表示されます。文字入力キーボードでは、文字を入力すると予測変換候補が表示されます。

	4..設定ボタン
. .Simejiの設定画面に移動します。設定画面からキーの入力スタイルなどが変更できます。（このアプリケーションソ
フトウェア内では使用しないでください）
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	5..テンキーパネルボタン
. .テンキーパネルを表示します。テンキーパネルには、カーソルの移動、テキストのコピーとペースト、テンキー形式
の数字入力機能があります。もう一度ボタンをタップすると、テンキーパネルを閉じます。

	6..メディアボックスボタン
. .音声入力機能や、テキストスタンプ入力など、様々な形式の入力方法にアクセスします。（このアプリケーションソ
フトウェア内では使用しないでください）

	7..カーソルキー（左）
. .カーソルを左に移動します。ロングタッチすると連続移動します。

	8..DELキー
. .カーソル位置の前の文字を削除します。ロングタッチすると連続して削除できます。

	9..カーソルキー（右）
. .カーソルを右に移動します。ロングタッチすると連続移動します。

	10..スペース/変換キー
. スペースを入力します。文字入力中は、未確定の文字列を適切な文節に区切って変換します。

	11..実行キー
. .未確定の文字列（変換中は文節）を確定します。文字列が確定された状態でタップすると、文字入力ボードを閉じま
す。

	12..記号キー
. .数字/記号入力モードに切り替えます。
. .タップするたびに、コントロールパネルに表示される候補が切り替わります。右端の. .をタップするとすべての
候補が表示されます。

	13..文字キー
. .文字入力モードを切り替えます。タップするたびに、ひらがな漢字入力/半角英字入力に切り替わります。

	14..カナキー
. .ひらがな漢字入力モードでは、未確定の文字列をカタカナに変換します。タップするたびに、全角カタカナ/半角カ
タカナ/ひらがなに切り替わります。

. .半角英字入力モードでは、タップするたびに、キーボードの表示が大文字入力/小文字入力に切り替わります。

	15..マッシュルームキー
. Simeji専用の機能です。（このアプリケーションソフトウェア内では使用しないでください）
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■■ ■使用できる文字について
・.下記一覧はこのアプリケーションソフトウェアで印字できるJIS文字の一覧表（区点コード表）です。第1水準漢字は50音順
に、第2水準漢字は部首別に並んでいます。（各文字の下に記載されている数字は区点コードです。）
・ひらがな、カタカナ、英数字は、半角文字も使用できます。
・このアプリケーションソフトウェアでのJISコード体系や字形は、JIS×0208-1983を使用しています。
・本書で記載している文字/記号/数字などの形状は、実際に印字されるものと異なる場合があります。

●JIS第１水準漢字
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●JIS第2水準漢字
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●記号・カナなど
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UP-N300
アプリケーションソフトウェア説明書
～設定登録編～

14L  UPN300(UPNS01)IM2 ④

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

本　　　　　　　　社
ビジネスソリューション事業推進本部

使用方法および修理のご相談など【ご相談窓口】

0570 - 000 - 912

（祝日および年末年始を除く）
9：00～18：00●月曜～土曜：

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受 付 時 間

おかけ間違いのないようにご注意ください。

■電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

■PHS・IP電話をご利用(沖縄地区を除く)の場合は…

電話 06 - 7634 - 3365

お客様へ…お買い上げ年月日、お買い上げ店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

電話番号

お買い上げ店名

お買い上げ年月日 年 月 日

（2014年11月）

（伝票売上対応版）
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