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2 はじめに

はじめに

お客様各位

　　日頃より、弊社ソフトをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、消費税法の一部が

　改正され、消費税の税率が従来の８％から、２０１９年１０月に１０％への増税と、軽減税率が開

　始されます。その為、弊社ソフトをご利用頂いているお客様につきましても、税率の変更を行って

　頂く必要がございます。

　　本手順書は、税率の設定を修正する方法の説明書となります。但し、ご利用頂いているＰＯＳレ

　ジスターの機種、オーダエントリーシステムの有無、機種、アプリケーションのバージョンによっ

　て、一部変更方法などが異なります。また、お客様の運用によっても変更箇所が異なるため、本説

　明書では各項目の設定方法を記載しております。

　　従いまして設定を変更するにあたり、本説明書の全ての項目を確認される必要はございませんの

　で、まずご利用の機種を確認の上、変更されたい該当項目をご参照頂き、修正作業をお願い申し上

　げます。

　　

　　変更作業の内容次第では作業に時間を要する可能性がございますが、弊社ソフトでは１０月１日

　より開始の税率の設定を事前に準備しておき、１０月１日に変更、反映させる機能がございます。

　従いまして本説明書をご参照の上、お早めに準備して頂く事をお勧め致します。

　　尚、消費税率引き上げに伴う設定変更につきましては、電話でのお問い合わせも承っております

　ので、ご不明点があればお気軽にご連絡下さい。但し、改正日に近づくに伴い、電話が繋がりづら

　くなる事が予想されますので、何卒ご了承下さい。

 



 

3 機種確認

A-310
(NNS製)

タブレット

POS

ARCX
（EPSON製）

Twinpos5100
(NEC製)

機種の確認

ご使用のPOS機器を確認します

□Twinpos3500（NEC製）

ご使用のオーダエントリー機器を確認します

Twinpos3500
（NEC製）

JS-925WS
(Panasonic製)

TeamPOS7000
(Fujitsu製)

Twinpos5500
（NEC製）

□TouchPOSシリーズ

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Scute（エスキュート）

□Monstera（モンステラ） □Excelleo（エクセレオ）

TM-DT

（EPSON製）

Twinpos9500

（NEC製）



 

4 バージョン確認

バージョンの確認

ご使用されているPOSレジのアプリケーションが軽減税率に対応しているか確認します。
非対応バージョンのアプリケーションをご使用の場合、
一部操作が異なりますのでご注意ください。

■１．レジ登録画面（会計画面）を表示します

■２．タッチメニューを表示します

■3．「持帰」ボタンの確認

画面内の「タッチメニュー」というボタンで
タッチメニュー画面を表示します。

タッチメニュー画面に「持帰」ボタンがあれば、
軽減税率に対応しております。
ボタンがなければ非対応になります。

※バージョンによって「持帰」ボタンの位置が異なりますの
でご注意ください。

⇒ 対応バージョンの場合は５ページへお進みください。

⇒ 非対応バージョンの場合は１4ページへお進みください。



 

5 軽減税率対応版概要

軽減税率対応版

軽減税率対応バージョンをご使用されている場合の操作を説明致します

①税率変更・・・6ページ ～ 

　「計算方式の変更」と「税率の変更」を行います。

　この作業は事前に行っていただけます。

　　・消費税の計算方式を「合算」から「分割」に変更。

　　・店内飲食消費税を８％から１０％に変更。

　　・テイクアウト消費税が８％になっているか確認。

②設定の反映
　上記の変更内容を本番環境に反映させる処理を行います。
　この作業は9月30日の営業終了後に実施していただく必要があります。

　●OESをご使用されている場合・・・9ページ ～ 

　　・OESへのダウンロード

　　・会計情報変更を実行

　●OESを使用していない場合・・・１２ページ ～ 

　　・会計情報変更を実行



 

6 対応版_税率変更方法１

税率変更方法

消費税率を変更します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ変更して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

7 対応版_税率変更方法２

税率変更方法

■５．計算方式と税率を変更します

▼テイクアウトメニューの税率変更

「店内飲食消費税」をタッチして
消費税率を１０％に変更します。
例）８．０ → １０．０

▼店内飲食消費税変更

「テイクアウト消費税」をタッチして
消費税率を８％に変更します。
既に８％の場合は変更の必要はありません。
例）０．０ → ８．０

■３．準備用マスタメンテナンスを選択します

「準備用マスタメンテナンス」をタッチします。

■４．会計情報マスタを選択します

会計情報マスタをタッチします。

■６．更新します

変更後は右側にある「更新」ボタンをタッチします。

「会計情報マスタを更新しました」と表示されたら
「OK」ボタンをタッチします。

▼消費税計算方式の変更

「共通項目」の消費税計算方式を
「分：分割」に変更します。

■７．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタンをタッチしてマスタへ戻り、
「業務処理メニューに戻る」ボタンをタッチして
業務処理メニューへ戻ります。



 

8 対応版_税率変更方法３

税率変更方法

■８．本番用マスタメンテナンスを選択します
「本番用マスタメンテナンス」をタッチします。

Scute（エスキュート）をお使いの場合のみ、下記作業も併せて行って下さい※

■９．Scuteプリセットを選択します

Scuteプリセットをタッチします。

■１０．税率を変更します

「消費税」、「税率」、「編集」を
タッチします。

プリセット編集が表示されたら
値を10.0に変更し「OK」をタッチします。

■１１．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタンをタッチしてマスタへ戻り、
「業務処理メニューに戻る」ボタンをタッチして
業務処理メニューへ戻ります。

Scuteは軽減税率に対応していませんが、
POSレジで呼び出すと軽減税率の計算が
適用されますのでご注意ください。

「Scuteプリセットマスタを更新しました。」
と表示されたら「OK」ボタンをタッチします。

変更後は右側にある「更新」ボタンをタッチします。



 

9 対応版_反映方法１ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

2019年９月３０日営業終了後、変更内容を反映します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ遷移して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

10 対応版_反映方法２ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

■５．対象のファイルを選択します

■３．準備用マスタメンテナンスを選択します
「準備用マスタメンテナンス」をタッチします。

■４．ダウンロードを選択します

「ダウンロード」をタッチします。

※　Scuteをお使いの場合、
　　「本番用マスタメンテナンス」をタッチします。

・会計情報マスタの□をタッチします。
　

・Scuteをお使いの場合
　プリセットマスタの □ をタッチします。

変更した、対象ファイル選択します。

「OESデータダウンロード」をタッチします。

「ダウンロード」をタッチし
ダウンロードを実行してよろしいですか？
と表示されたら「はい」をタッチします。

■６．ダウンロードを実行します

「処理が終了しました」と表示されたら
「OK」をタッチします。



 

11 対応版_反映方法３ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

■７．会計情報変更処理を行います

「会計情報変更（新→現）」をタッチし
「変更してよろしいですか」と表示されたら
「はい」をタッチします。

１～３分後、「処理が終了しました」と
表示されたら「OK」をタッチします。

■８．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタン、「終了」ボタン、
「業務処理メニューに戻る」ボタンを
順にタッチして業務処理メニューに戻ります。

□Scute（エスキュート）をお使いの場合

Scuteをお使いの場合はダウンロード後、
マザープリンタが自動で再起動がかかります。
プリンタの電源とオンラインのランプが点灯し、
「01」と表示されれば終了となります。



 

12 対応版_反映方法１ (OES未使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いでないお客様）

201９年９月３０日営業終了後、変更内容を反映します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ変更して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

13 対応版_反映方法２（OES未使用）

反映方法（オーダリングシステムをお使いでないお客様）

■３．メニュー・会計情報変更処理を選択します

メニュー・会計情報変更処理をタッチします。

■４．会計情報データを反映します

会計情報変更（新→現）をタッチします。

「実行しますか？」と表示されたら
「はい」をタッチします。

処理が終了しましたと表示されたら
「OK」をタッチします。

■５．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタン、「終了」ボタン、
「業務処理メニューに戻る」ボタンを
順にタッチして業務処理メニューに戻ります。



 

14 軽減税率非対応版概要

軽減税率非対応版

軽減税率に対応していないバージョンをご使用されている場合の
操作を説明致します

①税率変更・・・１５ページ

　「税率の変更」を行います。

　　・店内飲食消費税を８％から１０％に変更。

　　・テイクアウト消費税を８％から１０％に変更。

②設定の反映
　上記の変更内容を本番環境に反映させる処理を行います。

　●OESをご使用されている場合・・・１８ページ～

　　・OESへのダウンロード

　　・会計情報変更を実行

　●OESを使用していない場合・・・２１ページ～

　　・会計情報変更を実行



 

15 非対応版_税率変更方法１

税率変更方法

消費税率を変更します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ変更して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

16 非対応版_税率変更方法２

税率変更方法

■５．税率を変更します

▼テイクアウトメニューの税率変更

「店内飲食消費税」をタッチして
消費税率を１０％に変更します。
例）８．０ → １０．０

▼店内飲食消費税変更

「テイクアウト消費税」をタッチして
消費税率を１０％に変更します。
例）８．０ → １０．０

■３．準備用マスタメンテナンスを選択します
「準備用マスタメンテナンス」をタッチします。

■４．会計情報マスタを選択します

会計情報マスタをタッチします。

■６．更新します

変更が完了したら「更新」ボタンをタッチします。

更新しましたと表示されたら
「OK」ボタンをタッチします。

■７．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタンをタッチしてマスタへ戻り、
「業務処理メニューに戻る」ボタンをタッチして
業務処理メニューへ戻ります。



 

17 非対応版_税率変更方法３

税率変更方法

■８．本番用マスタメンテナンスを選択します
「本番用マスタメンテナンス」をタッチします。

Scute（エスキュート）をお使いの場合のみ、下記作業も併せて行って下さい※

■９．Scuteプリセットを選択します

Scuteプリセットをタッチします。

■１０．税率を変更します

「消費税」、「税率」、「編集」を
タッチします。

プリセット編集が表示されたら
値を10.0に変更し「OK」をタッチします。

■１１．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタンをタッチしてマスタへ戻り、
「業務処理メニューに戻る」ボタンをタッチして
業務処理メニューへ戻ります。

「Scuteプリセットマスタを更新しました。」
と表示されたら「OK」ボタンをタッチします。

変更後は右側にある「更新」ボタンをタッチします。



 

18 非対応版_反映方法１ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

2019年９月３０日営業終了後、変更内容を反映します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ変更して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

19 非対応版_反映方法２ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

■３．準備用マスタメンテナンスを選択します
「準備用マスタメンテナンス」をタッチします。

※　Scuteをお使いで税率を変更した場合のみ
　　「本番用マスタメンテナンス」をタッチします。

■５．対象のファイルを選択します

■４．ダウンロードを選択します

「ダウンロード」をタッチします。

・会計情報マスタの□をタッチします。
　

・Scuteをお使いの場合
　プリセットマスタの □ をタッチします。

変更した、対象ファイル選択します。

「OESデータダウンロード」をタッチします。

「ダウンロード」をタッチし
ダウンロードを実行してよろしいですか？
と表示されたら「はい」をタッチします。

■６．ダウンロードを実行します

「処理が終了しました」と表示されたら
「OK」をタッチします。



 

20 非対応版_反映方法３ (OES使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いのお客様）

■７．会計情報変更処理を行います

「会計情報変更（新→現）」をタッチし
「変更してよろしいですか」と表示されたら
「はい」をタッチします。

１～３分後、「処理が終了しました」と
表示されたら「OK」をタッチします。

■８．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタン、「終了」ボタン、
「業務処理メニューに戻る」ボタンを
順にタッチして業務処理メニューに戻ります。

□Scute（エスキュート）をお使いの場合

Scuteをお使いの場合はダウンロード後、
マザープリンタが自動で再起動がかかります。
プリンタの電源とオンラインのランプが点灯し、
「01」と表示されれば終了となります。



 

21 非対応版_反映方法１ (OES未使用)

反映方法（オーダーエントリーシステムをお使いでないお客様）

201９年９月３０日営業終了後、変更内容を反映します

■１．POSの画面を業務メニューに変更します

会計画面の場合は
「業務メニュー」をタッチして
業務処理メニューへ変更して下さい。

鍵位置

■２．POSのモードを切り替えます

□TouchPOSシリーズ

画面「ログオフ」をタッチします。

開設画面でソフトキー「設定」にチェック
を付け「OK」をタッチします。

□TeamPOS7000（Fujitsu製）

□Twinpos5000、9000シリーズ（NEC製）

キーボードの「設定」を押す。

□Twinpos3500（NEC製）

鍵位置

鍵の位置を「設定」にする。

機種により操作方法が異なります。ご使用されている機種の操作を行ってください。※

鍵の位置を「X」にする。

ユーザ名、パスワードは
そのままで「OK」をタッチします。



 

22 非対応版_反映方法２ (OES未使用)

反映方法（オーダリングシステムをお使いでないお客様）

■３．メニュー・会計情報変更処理を選択します

メニュー・会計情報変更処理をタッチします。

■４．会計情報データを反映します

会計情報変更（新→現）をタッチします。

「実行しますか？」と表示されたら
「はい」をタッチします。

処理が終了しましたと表示されたら
「OK」をタッチします。

■５．業務処理メニューに戻ります

「閉じる」ボタン、「終了」ボタン、
「業務処理メニューに戻る」ボタンを
順にタッチして業務処理メニューに戻ります。


	消費税変更・軽減税率説明書（APOS一般）.vsd
	表紙
	目次
	はじめに
	機種確認
	バージョン確認
	軽減税率対応版概要
	対応版_税率変更方法１
	対応版_税率変更方法２
	対応版_税率変更方法３
	対応版_反映方法１ (OES使用)
	対応版_反映方法２ (OES使用)
	対応版_反映方法３ (OES使用)
	対応版_反映方法１ (OES未使用)
	対応版_反映方法２（OES未使用）
	軽減税率非対応版概要
	非対応版_税率変更方法１
	非対応版_税率変更方法２
	非対応版_税率変更方法３
	非対応版_反映方法１ (OES使用)
	非対応版_反映方法２ (OES使用)
	非対応版_反映方法３ (OES使用)
	非対応版_反映方法１ (OES未使用)
	非対応版_反映方法２ (OES未使用)


