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◎ ご注意 

• 「ぽす魂 」は、有限会社アクリートの著作物であり、「ぽす魂 」にかかる著作権、その権利は有限会社
アクリートおよび各権利者に帰属します。 

• 「ぽす魂 ジュニア」、「ぽす魂 シニア」、「ぽす魂 スタンダード」は、有限会社アクリートの登録商標で
す。 

• 本操作マニュアル（紙媒体または電子データで提供するものを含みます）は、有限会社アクリートが
作成したものであり、操作マニュアルの著作権は有限会社アクリートに帰属します。 

• 操作マニュアルの一部または全部を有限会社アクリートの書面による許可なく複写、複製、譲渡す
ることは、その形態を問わず禁じます。ただしこれは、著作権法上のお客様の権利を制限するものではあ
りません。 

• 別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメントで使用している会社、組織、製
品、ドメイン名、電子メール、人物などの名称は架空のものです。実在する名称とは一切関係ありません。 

• ぽす魂 製品及び操作マニュアルの内容は、予告なく変更することがあります。 
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POSManager とは 
POSManager の概要を説明します 

 

 

1-1 POSManager の起動と終了 .................................2 

1-2 POSManager の概要..............................................5 
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1-1 POSManagerの起動と終了 
ぽす魂 の起動・終了、POSManage画面と販売画面の切り替えの説明を

します。 

 

 

 

 POSManagr画面を起動する 

 

◆ スタートメニューから起動する 

① Windows画面の左下にある[スタート]ボタンをクリックします。 

 
 

 

② [すべてのプログラム]⇒[ぽす魂 スタンダード]の順に選択します。（Windows2000

の場合は、[プログラム]⇒[ぽす魂 スタンダード]） 

 
 

③ 表示されたメニューから「ぽす魂 スタンダード」のアイコン をクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

画面の表示について 

ここでは Windows XP の画面

を用いて説明しています。お

手持ちのパソコンによっては

若干画面が異なる場合があ

ります。 
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起動途中画面 

 
 

POSManager画面が起動します。 

 
 

◆ デスクトップアイコンから起動する 

① デスクトップの「ぽす魂スタンダード」のアイコンをダブルクリックします。 

起動時に販売画面が表
示されたら 

設定によっては、起動時に販

売画面が表示されることがあ

ります。この場合は、「◆販売

画面から POSManager 画面

に切り替える」（p.4）を参照し

てください。 

起動時の画面を設定
するには 

ぽす魂 の起動時に表示

される画面をあらかじめ

設定しておくことができま

す。第 2 章 ぽす魂の基本

設定 2-18「ぽす魂の起

動画面を設定する」（p.64）

を参照してください。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

POSManager画面が起動します。 

デスクトップにぽす魂の
アイコンを作成するには 

デスクトップのアイコンは、イ

ンストール時に自動的に作成

されます。 
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◆ 販売画面からPOSManager画面に切り替える 

レジ操作時の販売画面からPOSManager画面へ切り替える操作をします。 
 

① POSキーボードの[POSManager]キーまたは[Shift]＋[Esc]キーを押します。 

パスワード確認の画面が表示されます。 

 
 

② パスワードを設定している場合はパスワードを入力し、[Enter]キーを押します。 

パスワードを設定していな場合は、何も入力せずに、[Enter]キーを押します。 

 

画面が切り替わり、POSManager画面が表示されます。 

 

③ 販売画面に戻る場合は、POSManager画面の右上にある[販売画面へ]ボタンをクリ

ックします。 

 
 

 

 

POSManagerを終了する 

① POSManager画面の右上にある[終了]ボタンをクリックします。 

 
 

リックします。 

 
バックアップ処理が始まり、ぽす?"が終了します。 

ぽす魂ぽす魂

② 「POSManagerを終了します」というメッセージが表示されるので、はい(Y)ボタンをク
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1-2 POSManagerの概要 
POSManagerでは、基本設定、台帳管理、伝票処理といったデータ管理

のみならず、日頃の売上を集計・分析するための機能を利用することが

できます。 
 

 

 さまざまな機能を呼び出す 

ポスマネージャーのメニュー画面について説明します。 
 

2 メニューボタン

1 メニュータブ

2 メニューボタン

 

1 メニュータブ 

POSManagerのメニュー画面上部にあるタブです。「基本設定」、「台帳管理」、「伝票」な

どの各タブをクリックすると、表示されるメニューボタンが切り替わります。 

2 メニューボタン 

メニュー画面に表示されるボタンです。クリックして各機能を呼び出します。 

 

【本マニュアルでの表記について】 

本マニュアルで下記のように表記されている場合、上記メニュー画面の対応するタブとボ
タンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 1 メニュータブ 
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POSManagerのメニュータブと機能の概要 

 

 
 

 

① ■■■基本設定 

会社情報や店舗・端末設定、周辺機器設定、複数のPCをネットワーク化して使用する場合の環境設定など、

基本的な設定を行います。 

 

② ■■■台帳管理 

店舗台帳、端末・レジ台帳、従業員台帳、仕入先台帳、顧客台帳、商品台帳などのデータ登録や変更といった

台帳管理を行います。また、データのバックアップや修復、ネットワーク間のデータのやりとりなどのデータ処理

を行います。 

 

③ ■■■伝票 

仕入伝票・仕入返品伝票などの伝票処理、在庫振替・搬入・搬出・変動・補充などの在庫処理、棚卸伝票・差

異伝票の参照やチェックリスト印刷、締め処理などの棚卸処理を行います。 

 

④ ■■■元帳 

売上帳、仕入帳、仕入先別仕入帳、在庫振替帳、購買履歴、入金帳、出金帳、売掛発生高、買掛発生高など

を参照します。 

 

⑤ ■■■帳票 

日報、月報などの報告帳票、在庫高、仕入先別在庫高・売上高、リベート対象売上高、ポイント履歴、仕入管

理表、棚卸集計表、粗利管理表などを参照、印刷します。 

 

⑥ ■■■集計 

商品ごと、顧客ごと、従業員ごと、店舗ごと、商品区分ごとなどさまざま台帳集計機能が利用できます。また、

性別、ジャンル、天気、年次・月次・曜日・日次時間帯などで比較するPOS集計が利用できます。 

 

⑦ ■■■DM宛名作成 

顧客ランク、郵便番号ランク、商品別顧客ランク、ポイントランク、非来店客絞り込みなどを元にDMを作成する

ことができます。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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POSManagerのメニュータブごとのボタン一覧 
 

■■■基本設定 

○基本設定 
会社基本情報 
消費税・端数処理 
店舗・端末設定 
ジャンル・処理区分設定 
レシートロゴ・案内文設定 
パスワード変更 
自社商品コード設定 
バックアップ先設定 
周辺機器設定 
LAN・分散設定 
起動・終了設定 
サーバー設定解除 
クライアント設定解除 
ポイント設定 
起動画面設定 

■■■台帳管理 

○台帳処理 
店舗台帳 
端末・レジ台帳 
従業員区分 
従業員台帳 
仕入先区分 
仕入先台帳 
顧客区分 
顧客台帳 
商品区分 1 
商品区分 2 
商品区分 3 
商品台帳 
カードリスト 

○データ処理 
データ取り出し 
データ取り入れ 
バックアップ 
リカバリー 
データベース修復 
データベース 適化 
CSV 出力 
サーバーからマスターを受信 
サーバーへ伝票データを送信 
FTP データ送信 
FTP データ受信 
マスター印刷 

■■■伝票 

○伝票処理 
POS 伝票参照 
仕入伝票 
仕入返品伝票 

○在庫処理 
在庫振替伝票 
在庫搬入伝票 
在庫搬出伝票 
在庫伝票参照 
在庫変動参照 
補充伝票参照 
補充伝票 

○棚卸処理 
棚卸伝票参照 
棚卸差異伝票参照 
在庫伝票 
棚卸チェックリスト 
棚卸伝票 
棚卸差異伝票 
初期在庫登録 
棚卸締め処理 

■■■元帳 

○元帳 
売上帳(合計行) 
売上帳(明細行) 
仕入帳(合計行) 
仕入帳(明細行) 
仕入先別仕入帳(合計行) 
仕入先別仕入帳(明細行) 
在庫振替帳(合計行) 
在庫振替帳(明細行) 
在庫搬入帳(合計行) 
在庫搬入帳(明細行) 
在庫搬出帳(合計行) 
在庫搬出帳(明細行) 
購買履歴(合計行) 
購買履歴(明細行) 
入金帳 
出金帳 
売掛発生高 
買掛発生高 

■■■DM 宛名作成 

○DM 
定例 DM 名称設定 
定例 DM 
顧客ランク 
郵便番号ランク 
非来店客 
商品別顧客ランク 
ポイントランク 
自由選択 

■■■帳票 

○報告帳票 
日報 
月報 

○集計帳票 
在庫高 
在庫高(商品区分 1) 
在庫高(商品区分 2) 
在庫高(商品区分 3) 
仕入先別在庫高 
仕入先別売上高 
リベート対象売上高 
ポイント履歴 
仕入管理表 
在庫移動集計表 
棚卸表 
棚卸集計表 
粗利管理表 

■■■集計 

○台帳集計 
商品ごと集計 
顧客ごと集計 
従業員ごと集計 
店舗ごと集計 
商品区分ごと集計 
商品区分 1-商品ごと集計 
商品区分 2-商品ごと集計 
商品区分 3-商品ごと集計 
顧客別商品ごと集計 
商品別顧客ごと集計 
商品別売上 

○POS 集計 
性別比較 
ジャンル比較 
天気比較 
自由数値項目 1 比較 
自由数値項目 2 比較 
郵便番号比較 
集計カレンダー 
年次比較 
月次比較 
曜日比較 
日次比較 
時間帯比較 
レジごと時間帯比較 
客単価集計 

※詳しくは、巻末の【付録】「POSManager メニュー⇔マニュアル掲載箇所対応表」（p.524）を参照してください。 
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ぽす魂の基本設定 
ぽす魂を使用する上で必要な設定を行います 

 

2-1 会社基本情報を登録する................................. 10 

2-2 消費税率・端数処理を設定する...................... 13 
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2-8 データのバックアップ先を設定する................ 31 

2-9 周辺機器を設定する.......................................... 32 

2-10 LAN 環境の設定をする ..................................... 38 

2-11 起動・終了時の処理項目を設定する............. 45 

2-12 店舗間のネットワークを設定する.................... 47 

2-13 LAN 環境でのデータの送受信方法を設定する... 52 

2-14 外部システムの環境設定をする..................... 54 

2-15 サーバーの設定を解除する............................. 60 

2-16 クライアントの設定を解除する......................... 61 

2-17 ポイントカードの基本設定をする .................... 62 

2-18 ぽす魂の起動画面を設定する ........................ 64 

 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第2章 ぽす魂の基本設定 

10 

 

2-1 会社基本情報を登録する 
会社名・住所・電話番号・ファックス番号・決算月日など、自社の基本情

報を登録します。登録した内容は、販売画面の会社名表示欄、レシート

の会社名表示欄に反映されます。 

 

「会社基本情報」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 会社基本情報 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

  
② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

1

① 会社名の入力欄をクリックして、会社名を入力します。 

有限会社アクリート

2
3
4

5

6

7

有限会社アクリート
ユウゲンガイシャアクリート

 自社の基本情報を入力する 

1 会社名 
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2 フリガナ 

① 会社名の欄に入力した内容が自動的にフリガナで表示されます。変更がある場合

は、正しい内容を入力します。 

 
 

※ 半角・カタカナで入力します。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「郵便番号」の入力欄に移動します。 

3 郵便番号 

① 郵便番号を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「住所」の入力欄に移動します。 

4 住所 

① 住所を入力します。 

 
 

※ 番地の前に必ず１スペース空けて入力します。 

有限会社アクリート

有限会社アクリート

ユウゲンガイシャアクリート

ユウゲンガイシャアクリート

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL1」の入力欄に移動します。 

5 TEL1 

① 電話番号を入力します。 

 

住所入力サポートを
使って住所を入力す

る方法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-1「住所入力サポート

機能」（p.498）を参照してく

ださい。 
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6 TEL2・FAX１・FAX2 

① 必要に応じて、各入力欄に内容を入力します。 

 
 

※ 必ず入力する必要はありません。 

 

② [Enter]キーを押し、カーソルを「決済月日」の入力欄に移動します。 

7 決算月日 

① 初期値は12月31日で設定されています。変更がある場合は、決算月日を入力しま

す。 

 
 

 

 

 入力した内容を登録する 

 

① 内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

ユウゲンガイシャアクリート

有限会社アクリート
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2-2 消費税率・端数処理を設定する 
消費税率・小計算端数処理・消費税端数処理・営業日付変更時刻を設

定します。設定された内容は、販売時や仕入時の消費税計算に反映さ

れます。 

 

「消費税・端数処理」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 消費税・端数処理 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 消費税率・端数処理を設定する 

1 消費税率 

消費税率を設定します。 

 

① 「消費税率」の入力欄をクリックして、消費税率を入力します。 

 
 

2 

1 

3 

4 
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2 小計算端数処理 

単品ごとの消費税計算方法を設定します。 

 

① 「小計算端数処理」の計算方法を選択します。 

 
 

[切捨て] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り捨てます。 

[切上げ] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り上げます。 

[四捨五入] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を四捨五入します。 

[無し] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

処理を行いません。 

3 消費税端数処理 

精算ごとの消費税計算方法を設定します。 

 

① 「消費税端数処理」の計算方法を選択します。 

 
 

[切捨て] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り捨てます。 

[切上げ] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り上げます。 

[四捨五入] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を四捨五入します。 

[無し] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

処理を行いません。 
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4 営業日付変更時刻 

営業日付変更時刻を設定します。「0時」で営業日付変更を行わない場合などに使用し

ます。設定した内容は、日付変更時間の基準値に反映されます。 

 

① 「営業日付変更時刻」の入力欄をクリックして、営業日付変更時刻を24時間制で入

力します。 

 
 

 

＜入力例＞ 

午前2時を基準に日付変更を行う場合 
「02:00」と入力します。 

 

 

 

 入力・設定した内容を登録する 

 

① 入力・設定した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
入力・設定した内容が登録されます。 
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2-3 店舗・端末を設定する 
店舗情報および端末名・レジ番号の登録を行い、店舗と端末・レジコード

を設定します。 

 

 

「店舗・端末設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 店舗・端末 をクリックします。 

 

 

 

 店舗情報を登録する 

 

① 店舗リスト追加（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗登録画面が表示されるので、店舗コード（F1）ボタンをクリックします。 

  
自動的に店舗コードが設定されます。 

 

店舗・端末登録時の
注意 

登録する店舗コードと端

末・レジコードは、ぽす魂

の集計管理を行う上で、

非常に大切な役割を持っ

ています。店舗・端末の

設定が正しく行われない

と、伝票の集計が出来な

くなります。各店舗や端末

に対して番号を割り当て、

それに準じて正しく入力

するようにします。 
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③ 店舗名を入力します。 

  
1) 店舗名の入力欄をクリックして、店舗名を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「住所」の入力欄に移動します。 
 
④ 住所を入力します。 

  
1) 住所を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL」の入力欄に移動します。 
 
⑤ 電話番号を入力します。 

  
1) 電話番号を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「FAX」の入力欄に移動します。 
 
⑥ ファックス番号を入力します。 

  
1) ファックス番号を入力します。 
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⑦ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

  
登録した内容がリストに表示されます。 

 

⑧ 引き続き、別の店舗を登録する場合は、②～⑦の手順を繰り返します。 

⑨ 閉じる（ESC）ボタンをクリックして、登録内容を確定します。 

  
「店舗・端末」の設定画面に戻ります。 

 

 

 

 端末名・レジ番号を登録する 

 

① 端末リスト追加（F3）ボタンをクリックします。 
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② 端末登録の画面が表示されるので、店舗コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 店舗一覧の画面が表示されるので、端末を設定する店舗をクリックします。 

 
 

④ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

⑤ 端末登録の画面に戻るので、[端末・レジコード]の入力欄をクリックします。 
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⑥ 端末コード（F1）ボタンが端末・レジコード入力欄に表示されるので、クリックします。 

 
自動的に端末コードが設定されます。 

 

⑦ 端末名・レジ番号を半角カタカナ・英数字で入力します。 

 
 

⑧ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
1) 登録した内容がリストに表示されます。 

 

⑨ 引き続き、別の端末を追加する場合は、店舗コードの入力欄をクリックします。 

 
 

※ すべての店舗の端末名・レジ番号を登録してください。 

 

⑩ 店舗コード(F2)ボタンが表示されるので、②～⑧の手順をを繰り返します。 

 
 

端末名・レジ番号の入

力について 

この項目はレシートに印字

されるので、半角８文字以内

で入力してください。 
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⑪ 閉じる（ESC）ボタンをクリックして、登録内容を確定します。 

 
「店舗・端末」の設定画面に戻ります。 

 

 

 

 店舗と端末・レジコードを選択する 

 

① 設定する店舗の「店舗コード」を選択します。 

 
 

② 「端末・レジコード」を選択します。 

 
 

③ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

店舗・端末情報が設定されました。 

 

※ 店舗設定適用までに時間がかかる場合があります。 
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2-4 ジャンル・処理区分を設定する 
販売画面で使用する自由数値項目・ジャンル・処理区分を設定します。

設定した内容は、販売画面の自由数値項目表示欄及び顧客ジャンル表

示欄に反映されます。 

 

「ジャンル・処理区分設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ ジャンル・処理区分設定 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 「ジャンル・処理区分設定」を設定する 

1 自由数値項目１・自由数値項目２ 

お客様の人数やテーブル番号など、項目を自由に設定することができます。レジ操作

での売上処理の際、商品計上前に各項目に数値を登録すると、項目ごとの売上を分析

することができます。 

 
 

＜入力例＞ 

●「飲食店にてテーブルごとの売上分析をしたい場合」 

自由数値項目名を、「テーブル」にします。 
精算時、各テーブルの番号を入力し、会計を行います。 
 
●「飲食店にてテーブルごとの客数を集計したい場合」 

自由数値項目名を、「客数」にします。 
精算時、来店客数を入力し、会計を行います。 

自由数値項目・ジャン

ルごとの売上分析に

ついて 

第 9 章 高度な集計 

9-2「ジャンルごとの売上

を集計する」（p328） 

9-4「

 

自由数値項目１ごとの売
上を集計する」（p.332） 

9-5「自由数値項目２ごと

の 売 上 を 集 計 す る 」

（p.334） 

を参照してください。 

1 

2 3 
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2 ジャンル名（ジャンル１～５） 

年代や客層など、顧客のジャンルを設定することができます。レジ操作での売上処理

の際、商品計上前に顧客ジャンルを登録すると、ジャンルごとの売上を分析することが

できます。 

 
 

＜入力例＞ 

●年代別に売上分析をしたい場合 

ジャンル１に「10代」、ジャンル２に「２０代」・・・と入力します。 
 
●客層別に売上分析をしたい場合 

ジャンル１に「会員」、ジャンル２に「一般客」・・・と入力します。 

3 処理区分 

処理区分とは、販売画面で操作する各処理ごとの区分のことです。業務内容に応じて、

使用する処理区分を設定することができます。 

 

① 使用する処理区分の右側のチェックボックスをクリックします。 

チェックボックス横の表示が「使用可」になります。 

 

 
 

販売画面で使用できます。 

販売画面で使用できません。 
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 設定した内容を登録する 

 

① 内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録されます。 
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2-5 レシートロゴ・案内文を設定する 
レシートに印字するロゴや案内文を設定します。 

 

 

「レシートロゴ・案内文設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ レシートロゴ・案内文設定 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、次ページ以降に説明します。 

各設定項目は、下図のレシート見本のように印字されます。 

 

＜レシート見本80mmレシート例＞ 

 
 

2

3
4
5

1
2

3
4

5

有限会社アクリート

1
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 レシートロゴ・案内文を設定する 

1 レシートロゴ 

① レシートロゴ項目の参照（F3）ボタンをクリックします。 

 
 

② レシートロゴ参照画面が表示されます。レシートに印字するロゴを参照画面より選

択します。 

 
 

③ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

選択したロゴが表示されます｡ 

 
 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

④ 選択したロゴを取り消しする場合は、削除（F5）ボタンをクリックします。 

 

＜レシートロゴ用の画像の制限について＞ 

画像種類： モノクロビットマップ（BMP）形式。Microsoftペイントの利用を推奨します。 
サイズ： 58mmレシートを使用する場合 ⇒ 高さ104ピクセル×幅324ピクセル 
 80mmレシートを使用する場合 ⇒ 高さ104ピクセル×幅501ピクセル 
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2 レシート先頭案内文 

① レシート先頭案内文を入力します。 

 
 

＜入力例＞ 

例）いつもありがとうございます。○○商店へようこそ 

 

② 入力した案内文を取り消す場合は、削除(F6)ボタンをクリックします。 

3 レシートタイトル 

レシートタイトルは、初期設定時は「御買上明細」となっています。 
 

① 変更する場合、レシートタイトルの入力欄に新しいレシートタイトルを入力します。 

 

4 印刷項目 

① レシートに印字したい項目のチェックボックスを選択します。 

 

1) 社名 

2) TEL 

3) 店舗名 

4) 顧客名 

5) 技術担当 

 

チェックをつけた各項目は、下図の見本のようにレシートに印字されます。 

 

 
 

1）
2）2）

沖縄ぽす?"5）

4）

有限会社アクリート

1） 2） 3） 

4） 5） 
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5 レシート末尾案内文 

① レシート末尾案内文に表示する文章を入力します。 

 
 

＜入力例＞ 

毎週日曜日は、生鮮食品が10%引き 

 

② 入力した案内文を取り消す場合は、削除(F6)ボタンをクリックします。 

 

 

 

入力・設定した内容を登録する 

 

① 内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録されます。 
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2-6 パスワードを設定・変更する 
パスワードを設定することにより、POSManagerのアクセスに制限をかけ

ることができます。 

 

「パスワード変更」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ パスワード変更 をクリックします。 

 

 

 

 パスワードの設定・変更をする 

① 「古いパスワード」の欄に、変更する前のパスワードを入力します。 

 
 

※初めてパスワードを設定する場合は、「古いパスワード」の欄は空けておきます。 

 

② 「新しいパスワード」の入力欄に、新しく設定するパスワードを入力します。 

 
 

③ 「パスワード確認」の入力欄に、もう一度同じパスワードを入力します。 

 
 

 

 

 入力した内容を登録する 

 

① 変更（Enter）ボタンをクリックします。 

 
設定・変更した内容が登録されます。 
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2-7 自社商品コードの桁数を設定する 
自社で取り扱う商品コードの桁数を設定します。設定された内容は、商

品台帳で、商品を自社コードで登録する際の、商品コード桁数に反映さ

れます。 

 

「自社商品コード作成」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 自社商品コード設定 をクリックします。 

 

 

 

 自社商品コードの桁数を設定する 

 
 

① 使用するコード形態にあわせてコード桁数を選択します。 

[6桁連番] ぽす魂で使用する自社コードを6桁で作成する場合に設

定します。 

[10桁連番] ぽす魂で使用する自社コードを10桁で作成する場合に

設定します。 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

① 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
選択した内容が登録されます 
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2-8 データのバックアップ先を設定する 
ぽす魂の起動・終了時に、データのバックアップを行うことができます。こ

こで、バックアップ処理を行う際の、データの保存先を設定します。 

 

 

「バックアップ先設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ バックアップ先設定 をクリックします。 

 
 

 

 

 データのバックアップ先を設定する 

 

① バックアップ先の右端の▼ボタンをクリックします。 

 

② ドライブの一覧が表示されます。 

データのバックアップ先のドライブを選択します。 

 
 

※バックアップ先は、外付けのハードディスクをお勧めします。 

 

③ 内容を確認し、設定（Enter）ボタンをクリックします。 

 

起動・終了時のデータ

のバックアップ処理に
ついて 

データのバックアップ処

理方法を設定することが

できます。2-11「起動・終

了時の処理項目を設定す

る」（p.45）を参照してくださ

い。 
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2-9 周辺機器を設定する 
ぽす魂で使用する各周辺機器を設定します。 

 

 

「周辺機器設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 周辺機器設定 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 使用する周辺機器を選択する 

 

周辺機器を設定するには、各周辺機器の型番とポートを確認する必要があります。 

 

＜準備するもの＞ 

周辺機器一覧表（導入編-付録参照） 

筆記用具 

 

＜型番を確認するには＞ 

導入する周辺機器のケースや説明書、または、購入した店舗にご確認ください。 

 

＜シリアルポート番号を確認するには＞ 

１． マイコンピュータを右クリックし、プロパティを選択します。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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２． ハードウェアをクリックします。 

 
 

３． デバイスマネージャーをクリックします。 

 
 

４． デバイスマネージャーの「ポート（COMとLPT）」の「＋」をクリックします。 

 
すでに設定された機材のポート番号が表示されます。 

 

５． 導入する機材をパソコンに接続します。 

６． 新たに表示されたポート番号を周辺機器一覧表のポート番号欄に記載します。 

 
 

７． 続けて別の機器の接続を行い場合は、５～６の作業を繰り返します。 
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８． 全ての機器の確認作業が終了たら、周辺機器の設定を行います。 

 

※パソコンの「シリアルポート（RS-232C）」、「プリンターポート」に直接機材のケーブ

ルを接続した場合は、それぞれ「COM1」、「LPT1」という設定になります。 

パソコンの種類によって、表示されるポート番号が異なります。 

 

※RS-232C⇔USBの変換ケーブルを使用の場合、ポート番号は、「ポート（COMと

LPT）」に、表示されます。一度設定したポートは、設定した機材の専用ポートになりま

すので、他の機材の接続を行わないようにしてください。 

 

1 レシートプリンター 

① 周辺機器画面のレシートプリンターをクリックします。 

レシートプリンターの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するレシートプリンターの型番とシリアルポート番号を確認します。レシートプリ

ンターの接続端子が、RS-232C（シリアル）ケーブルの場合、シリアルポート番号も

確認します。 

③ 使用するレシートプリンターを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

2 カスタマーディスプレイ 

① 周辺機器画面のカスタマーディスプレイをクリックします。 

カスタマーディスプレイの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するカスタマーディスプレイの型番とシリアルポート番号を確認します。 

③ 使用するカスタマーディスプレイを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 
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3 バーコードスキャナー 

① 周辺機器画面のバーコードスキャナーをクリックします。 

バーコードスキャナーの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するバーコードスキャナーの型番とシリアルポート番号を確認します。 

③ 使用するバーコードスキャナーを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

4 POSキーボード 

① 周辺機器画面のPOSキーボードをクリックします。 

POSキーボードの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するPOSキーボードを選択します。 

③ 選択した内容を確認し、適用（Enter）をクリックします。 

5 キャッシュドロワー 

① 周辺機器画面のキャッシュドロワーをクリックします。 

キャッシュドロワーの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するキャッシュドロワーのポートを確認します。 

③ 使用するキャッシュドロワーを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 
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6 ラベルプリンター（商品用） 

① 周辺機器画面のラベルプリンター（商品用）をクリックします。 

ラベルプリンター（商品用）の設定画面が表示されます。 

  
② 使用するラベルプリンター（商品用）の型番とシリアルポート番号を確認します。 

※シール型のラベルプリンターを使用していない場合は、１のレシートプリンターで

設定した型番とポートを選択します。 

レシートプリンターでラベルを発行する場合は、レシート用紙（感熱紙）に印字を行

ないます。 

③ 使用するラベルプリンターを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

7 ラベルプリンター（顧客・従業員用） 

① 周辺機器画面のラベルプリンター（顧客・従業員用）をクリックします。 

ラベルプリンター（顧客・従業員用）の設定画面が表示されます。 

  
② １のレシートプリンターで設定した型番とシリアルポート番号を選択します。 

③ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

レシートプリンターでラベルを発行する場合は、レシート用紙（感熱紙）に印字を行

ないます。 

8 カードリーダー 

① 周辺機器画面のカードリーダーをクリックします。 

カードリーダーの設定画面が表示されます。 
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② 使用するカードリーダーの型番とシリアルポート番号を確認します。 

③ 使用するカードリーダーを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

9 カードライター 

① 周辺機器画面のカードライターをクリックします。 

カードライターの設定画面が表示されます。 

  
② ８のカードリーダーで設定した型番とシリアルポート番号を選択します。 

③ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

10 ハンディターミナル 

① 周辺機器画面のハンディターミナルをクリックします。 

ハンディターミナルの設定画面が表示されます。 

  
② 使用するハンディターミナルの型番とシリアルポート番号を確認します。 

③ 使用するハンディターミナルを選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

11 釣銭機 

① 周辺機器画面の釣銭機をクリックします。 

釣銭機の設定画面が表示されます。 

  
② 使用する釣銭機の型番とシリアルポート番号を確認します。 

③ 使用する釣銭機を選択します。 

④ 選択した内容を確認し、適用（Enterボタンをクリックします。 
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2-10 LAN環境の設定をする 
同じ建物内にあるぽす魂のデータ送信を行うためのネットワークの設定

を行います。設定後、店舗サーバーから台帳データの受信および店舗

サーバーへの伝票データの送信を行うことができます。 

 

 

「LAN・分散設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ LAN・分散設定 をクリックします。 

 

① 「店舗内のPOSレジは終了していますか」というメッセージ画面が表示されるので、

はいボタンをクリックします。（いいえボタンをクリックすると、「LAN・分散設定」は終

了します。） 

 
 

 

 

ネットワークの接続形態を指定する 

 

① ネットワークの接続形態にあわせて項目を選択し、適用（Enter）ボタンをクリックし

ます。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

 

LAN・分散設定の注意 

店舗内のレジ稼働中

に、LAN・分散設定をする

と、データの送受信がで

きなくなる可能性がありま

す。LAN・分散設定の際

は、精算締め処理後に行

うようにしてください。 
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＜ネットワークの接続形態について＞ 
 

[分散型] それぞれのレジ端末で、台帳や売上データなどを保持

および運用する形態です。伝票作成時は、それぞれの

レジ端末で、データを保存します。業務終了時に、店舗

サーバーに売上データを送信し、集計します。 

[ＬＡＮ型] 集計用端末（店舗サーバー）で、台帳や売上データなど

を保持および運用する形態です。売上発生時に店舗サ

ーバーにアクセスし、台帳データを受信します。伝票デ

ータは店舗サーバーに保存されます。常に店舗サーバ

ーとデータを共有しているため、リアルタイム集計が可能

です。 

 

 

 

 ぽす魂の運用形態を指定する 

 

① 「（店舗サーバー・クライアント）設定」画面が表示されます。ぽす魂の運用形態にあ

わせて項目を選択し、 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

＜POSの運用形態について＞ 
 

[クライアント] 主に、販売処理や伝票入力を行う端末で、台帳データ

を店舗サーバーから受信し、運用します。 

[店舗サーバー] 主に、台帳管理（商品データの修正／追加、従業員の

登録等）を行い、クライアントの売上データを受信し、集

計分析を行います。 
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 サーバーの場所を指定する 

◆ ぽす魂の運用形態をクライアントに指定した場合 

① 「サーバーの場所」画面が表示されるので、参照（F2）ボタンをクリックします。  

 
 

② フォルダーの参照画面が表示されます。 

 
 

③ 「ネットワーク全体」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「Microsoft Windows Network」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 
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⑤ 「Microsoft Windows Network」からワークグループ名をクリックし、左隣の[＋]ボタ

ンをクリックします。 

 
 

⑥ コンピュータ名の左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑦ Tenposerverフォルダーをクリックします。 

 
 

 

⑧ OKボタンをクリックします。 

 
 

「サーバーの場所」の項目にサーバー名が表示されます。 

 

ワークグループ名を確
認するには 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→ワークグループ

名でワークグループを確

認します。 

サーバーのコンピュ

ータ名を確認するに
は 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→フルコンピュー

タ名でコンピュータ名を確

認します。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第2章 ぽす魂の基本設定 

42 

 

⑨ 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
設定した内容が保存されます。 

 

 

◆ ぽす魂の運用形態を店舗サーバーに指定した場合 

① 「サーバーの場所」画面の共有（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 共有の完了を知らせるメッセージが表示されます。 OKボタンをクリックします。 

 
 

「フォルダの参照」画面が表示されます。 

 

③ フォルダーの参照画面が表示されます。 

ぽす魂ぽす魂

 
 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第2章 ぽす魂の基本設定 

43 

④ 「ネットワーク全体」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

 

⑤ 「Microsoft Windows Network」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

 

⑥ 「Microsoft Windows Network」からワークグループ名をクリックし、左隣の[＋]ボタ

ンをクリックします。 

 
 

⑦ コンピュータ名の左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑧ Tenposerverフォルダーをクリックします。 

 
 

ワークグループ名を確
認するには 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→ワークグループ

名でワークグループを確

認します。 

サーバーのコンピュ

ータ名を確認するに
は 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→フルコンピュー

タ名でコンピュータ名を確

認します。 
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⑨ OKボタンをクリックします。 

 
 

「サーバーの場所」の項目にサーバー名が表示されます。 

 

⑩ 適用（Enter）ボタンをクリックします。 
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2-11 起動・終了時の処理項目を設定する 
ぽす魂の起動・終了時に、データベースの修復や 適化、データのバッ

クアップを行うことができます。必要に応じて、処理項目を設定します。 

 

 

「起動・終了設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 起動・終了設定 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 起動時・終了時の処理項目を設定する 

1 DB修復 

ぽす魂の起動・終了時に、データベースを修復することができます。システムの正常化

をはかるために、定期的に「DB修復」を行うことが必要です。 

 

[自動実行] DB修復が自動的に開始されます。 

[確認実行] DB修復を行うための確認メッセージが表示されます。 

[しない] DB修復を行わずに、画面が起動・終了します。 

2 DB 適化 

データベース内のデータの並び替え、空白領域を詰めることにより、データベースの反

応速度を高めることができます。システムのレスポンスを良くするために、定期的に

「DB 適化」を行うことが必要です。 

 

[自動実行] DB 適化が自動的に開始されます。 

[確認実行] DB 適化を行うための確認メッセージが表示されます。 

[しない] DB 適化を行わずに、画面が起動・終了します。 

1 

2 

3 

データのバックアップ

先について 

データのバックアップ先

を設定することができま

す。2-8「データのバックア

ップ先を設定する」（p.31）

を参照してください。 
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3 バックアップ 

ぽす魂のデータをバックアップすることができます。システムで使用している（台帳・伝

票）データの破損が発生した場合、正常な状態に戻すために「バックアップ」を行うこと

が必要です。 

 

[自動実行] バックアップが自動的に開始されます。 

[確認実行] バックアップを行うための確認メッセージが表示されます。 

[しない] バックアップを行わずに、画面が起動・終了します。 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

 

① 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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2-12 店舗間のネットワークを設定する 
離れた事務所や店舗を運営している場合、台帳データや伝票データの

送受信を行うための、ぽす魂のネットワークを設定します。 

 

 

「FTP送受信設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 起動・終了設定＞ FTP送受信設定（F3）  

をクリックします。 
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 ぽす魂の運用形態を指定する 

① ぽす魂のネットワークの接続形態にあわせて「サーバー・クライアント」の項目を選

択します。 

 
 

＜サーバー・クライアントについて＞ 

[設定なし] ぽす魂の導入が１台のパソコンのみで、データの送受信

が必要のない端末。 

[クライアント] 主に、売上処理や伝票入力を行う端末。 

[サーバー] 台帳と売上データを管理する集計用の端末。 

 

 

 

 起動時の自動受信の設定をする 

ぽす魂の起動時に、自動的にFTPサーバーより台帳や伝票データを受信する

ことができます。 
 

◆ クライアント端末で受信を行う場合 

① 「起動時FTPサーバーより台帳を受信」項目の[自動実行」にチェックを入れます。

（自動受信が必要ない場合は、チェックを外します。） 
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◆ サーバーで受信を行う場合 

① 「FTPサーバーより伝票データを受信」項目の[自動実行]にチェックを入れます。

（自動受信が必要ない場合は、チェックを外します。） 

 
 

 

 

 締め処理時／終了時の送信の設定をする 

締め処理時およびぽす魂終了時に、自動的にFTPサーバーへ伝票データを送

信することができます。 
 

◆ クライアント端末で送信を行う場合 

① 「FTPサーバーへ伝票データを送信」項目の[自動実行]にチェックを入れます。（自

動送信が必要ない場合は、チェックを外します。） 

 
 

 

◆ サーバーで送信を行う場合 

① 「FTPサーバーへマスターを送信」項目の[自動実行]にチェックを入れます。（自動

送信が必要ない場合は、チェックを外します。） 
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 FTPサーバー情報を入力する 

FTPサーバーにアクセスするために必要な情報を入力します。 
 

＜FTP設定入力例＞ 

 
 

[ホスト名（アドレス）] FTPサーバーのホスト名（アドレス）を入力します。 

[ユーザー名] 契約しているFTPサーバーのユーザー名を入力します。 

[パスワード] 契約しているFTPサーバーのパスワードを入力します。 

[ホストのフォルダ] 指定したフォルダにデータを保管する場合に入力します。 

 

 

 

 送受信するデータ項目を設定する 

台帳データや伝票データを複数の店舗で受信する場合や、サーバー設定の環

境で、伝票データを送信する場合、また、クライアント設定の環境で台帳データ

を送信する場合に使用します。 
 

① 送受信するデータ項目にチェックを入れます。 

 
 

[台帳・伝票データ双方を受信する] 台帳データ・各店の伝票データのす

べてを受信します。 

[台帳・伝票データ双方を送信する] 台帳データ・伝票データのすべてを

送信します。 
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 FTPサーバーへの接続を確認する 

① 接続（F1）ボタンをクリックします。 

サーバーのデータが表示されます。 

（接続を切断するには、切断（F2）ボタンをクリックします。） 

 

 
 

ファイル名が表示されたら接続の確認は完了です。 

 

 

 

 設定した内容を保存する 

 

① 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が保存されます。 
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2-13 LAN環境でのデータの送受信方法を設定する 
同じ建物内のネットワークにおける、データの送受信方法を設定します。

LAN分散設定で、ぽす魂の運用形態をクライアントに指定した場合に行

う設定です。ぽす魂の起動・締め処理時に、端末と店舗サーバー間でデ

ータを自動送受信することができます。 

 

「CS送受信設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 起動・終了設定＞ CS送受信設定（F2）  

をクリックします。 

 
 

 

 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

1 

2 

CS 送受信について 

クライアント(Client)とサ

ーバー(Server)間でデータ

を自動送受信行うための

機能です。 

LAN 分散設定につい

て 

2-10「LAN 環境の設定

をする」（p. 38）を参照して

ください。 
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 起動・終了時の送受信方法を設定する 

1 起動時 

ぽす魂起動時に、サーバーより台帳データを自動受信することができます。 

① 「サーバーより台帳を受信」項目の[自動実行]にチェックを入れます。 

（自動受信が必要ない場合はチェックを外します。） 

2 締処理時 

ぽす魂締処理時に、サーバーへ伝票データを自動送信することができます。 

「サーバーへ伝票データを送信」項目の「自動実行」にチェックを入れます。 

（自動送信の必要がない場合はチェックを外します。） 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

 

① 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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2-14 外部システムの環境設定をする 
ぽす魂以外のシステム（外部システム）へぽす魂のデータを取り込む場

合、または、外部システムのデータをぽす魂へ取り込む場合、CSVを入

力・出力し、連動することができます。ここではCSVデータの入出力先を

設定します。 

 

「CSV入出力設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 起動・終了設定＞ 外部システム用・CSV入出

力設定（F1） をクリックします。 

 
 

 

 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 起動・締処理時のCSV入出力を設定する 

1 CSV自動入力・起動時 

起動時に外部システムのデータの取り込みを行うことができます。ここでは、外部シス

テムのデータの入力先を指定します。 

1 

2 

CSV データとは 

データをカンマ(”,”)で区

切って並べたファイル形

式。主に表計算ソフトやデ

ータベースソフトでデータ

を保存するときに使う形式

です。 

CSV ファイル形式を採

用しているソフトで、デー

タを取り込むことができま

す。 
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① 業務形態に応じて、[ON]または[OFF]を選択し、[先頭行は項目名]にチェックを入

れます。 

 
 

[ON] CSV入力先を指定するときに設定します。 

[OFF] CSV入力先を指定しないときに設定します。 

[先頭行は項目名] CSVの先頭行を、データベースの項目名から抽出します。

 

② 参照（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

③ フォルダーの参照画面が表示されます。 

 
 

④ 「ネットワーク全体」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑤ 「Microsoft Windows Network」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 
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⑥ 「Microsoft Windows Network」からワークグループ名をクリックし、左隣の[＋]ボタ

ンをクリックします。 

 
 

⑦ コンピュータ名の左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑧ フォルダー名をクリックします。 

 
 

⑨ OKボタンをクリックします。 

 
 

フォルダー名が表示されます。 

 

 

ワークグループ名を確

認するには 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→ワークグループ

名でワークグループを確

認します。 

サーバーのコンピュ

ータ名を確認するに
は 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→フルコンピュー

タ名でコンピュータ名を確

認します。 
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2 CSV自動出力・締処理時 

締め処理時に外部システムと連動するためのCSVを出力することができます。ここでは、

外部システムのデータの出力先を指定します。 

 

① 業務形態に応じて、[ON]または[OFF]を選択し、[先頭行は項目名]にチェックを入

れます。 

 
 

 

[ON] CSV出力先を指定するときに設定します。 

[OFF]] CSV出力先を指定しないときに設定します。 

[先頭行は項目名] CSVの先頭行を、データベースの項目名から抽出します。

 

② 参照（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

フォルダーの参照の画面が表示されます。 

 
 

③ 「ネットワーク全体」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 
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④ 「Microsoft Windows Network」左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑤ 「Microsoft Windows Network」からワークグループ名をクリックし、左隣の[＋]ボタ

ンをクリックします。 

 
 

⑥ コンピュータ名の左隣の[＋]ボタンをクリックします。 

 
 

⑦ フォルダー名をクリックします。 

 

ワークグループ名を確
認するには 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→ワークグループ

名でワークグループを確

認します。 

サーバーのコンピュ

ータ名を確認するに
は 

サーバー設定を行った

デスクトップのマイコンピ

ュータを右クリック→プロ

パティ→システムのプロ

パティのコンピュータ名を

クリック→振るコンピュー

タ名でコンピュータ名を確

認します。 
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⑧ OKボタンをクリックします。 

 
 

フォルダー名が表示されます。 

 

 
 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

 

① 適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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2-15 サーバーの設定を解除する 
LAN・分散設定（2-10「LAN環境の設定をする」）で設定した「店舗サーバ

ー」の設定を解除します。 

 

 

「サーバー設定解除」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ サーバー設定解除 をクリックします。 

 

 

 

 店舗サーバーの設定を解除する 

 

① 「サーバー設定解除しますか」というメッセージ画面が表示されるので、はいボタン

す。） 

 
 

サーバー設定解除中の画面が表示されます。 

 

② 「サーバー解除しました」というメッセージが表示されるので、OKボタンをクリックし

ます。 

 

サーバー設定解除のボ

タン表示について 

LAN・分散設定で指定した

ぽす魂の運用形態によって、

基本設定画面のボタン表示

が変わります。ぽす魂の運用

形態をクライアントに設定した

場合は、[クライアント設定解

除]のボタンが表示されます。 

（⇒2-10「LAN 環境の設定を

する」（p. 38）を参照してくださ

い。） 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

をクリックします。（サーバー設定解除を中止する場合はいいえボタンをクリックしま

サーバー設定解除の
注意 

サーバー設定を解除

する際は、代わりのサー

バーを設定するか、レジ

端末を切り離す必要があ

ります。他の端末と接続

中に、サーバー設定解除

を行うと、接続中の端末

に支障をきたします。 
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2-16 クライアントの設定を解除する 
LAN・分散設定（2-10「LAN環境の設定をする」）で設定した「クライアン

ト」の設定を解除します。 

 

 

「クライアント設定解除」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ クライアント設定解除 をクリックします。 

 

 

 

 クライアントの設定を解除する 

 

① 「クライアント設定解除しますか」というメッセージ画面が表示されるので、はいボタ

ンをクリックします。（クライアント設定解除を中止する場合はいいえボタンをクリッ

クします。） 

 
 

クライアント設定解除中の画面が表示されます。 

 

② 「クライアント解除しました」というメッセージが表示されるので、OKボタンをクリック

します。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

クライアント設定解除の
ボタン表示について 

LAN・分散設定で指定した

ぽす魂の運用形態によって、

基本設定画面のボタン表示

が変わります。ぽす魂の運用

形態を店舗サーバーに設定

した場合は、[サーバー設定

解除]のボタンが表示されま

す。 

（⇒2-10「LAN 環境の設定を

する」（p. 38）を参照してくださ

い。） 
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2-17 ポイントカードの基本設定をする 
ポイントカードシステムの詳細を設定します。 

 

 

「ポイント設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ ポイント設定 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 ポイントカードの詳細を設定する 

1 ポイント追加時の評価金種 

ポイント追加時の評価金種を設定します。精算時に使用する金種ごとに、ポイント評価

の設定をすることができます。 

① ポイント評価する金種にチェックを入れます。 

2 ポイント追加時の1ポイントあたりの評価金額 

ポイント追加時の評価金額（金額いくらにつき、１ポイントと評価するか）を設定します。 

① 金額入力欄に、１ポイントあたりの評価金額を入力します。 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3 ポイント使用時の値引き対象金額 

ポイント使用時の値引き対象金額（１ポイントあたりの値引き金額）を設定します。 

① 金額入力欄に１ポイントあたりの値引き金額を入力します。 

4 累積ポイントの有効期限 

累積ポイントの有効期限の設定をします。累積ポイントの有効期限が過ぎたカードを使

用すると、「有効期限が切れています。」というメッセージが表示され、ポイントカードが

使用できなくなります。 [累積ポイントの有効期限は[０]日]の日付入力欄に設定する有

効期限日付範囲を入力します。 

5 ポイントの累積上限 

ポイントの累積上限を設定します。累積上限を超えた場合は、ポイント上限数以上のポ

イントが追加できなくなります。 

① ポイント数の入力欄に、累積上限に設定するポイント数を入力します。 

6 カードの種類 

ポイントカードに使用するカードの種類を設定します。 

① 使用するカードを選択します。 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

 

① 設定した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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2-18 ぽす魂の起動画面を設定する 
ぽす魂の起動画面を設定することができます。業務に応じて、販売画面

またはPOSManager画面に設定します。 

 

 

「起動画面設定」画面を表示する 

POSManager ＞ 基本設定 ＞ 起動画面設定 をクリックします。 

 

 

 

 起動画面を設定する 

 

① ぽす魂を起動する際の、起動画面を選択します。 

 

 
 

[販売画面を起動] 起動時に販売画面から起動します。 

[POSManagerを起動]] 起動時にPOSManagerから起動します。 

 設定した内容を登録する 

 

① 設定した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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3 ポイント使用時の値引き対象金額 

ポイント使用時の値引き対象金額（１ポイントあたりの値引き金額）を設定します。 

① 金額入力欄に１ポイントあたりの値引き金額を入力します。 

4 累積ポイントの有効期限 

累積ポイントの有効期限の設定をします。累積ポイントの有効期限が過ぎたカードを使

用すると、「有効期限が切れています。」というメッセージが表示され、ポイントカードが

使用できなくなります。 [累積ポイントの有効期限は[０]日]の日付入力欄に設定する有

効期限日付範囲を入力します。 

5 ポイントの累積上限 

ポイントの累積上限を設定します。累積上限を超えた場合は、ポイント上限数以上のポ

イントが追加できなくなります。 

① ポイント数の入力欄に、累積上限に設定するポイント数を入力します。 

6 カードの種類 

ポイントカードに使用するカードの種類を設定します。 

① 使用するカードを選択します。 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

 

① 設定した内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した内容が登録されます。 
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3-1 店舗情報を登録する 
店舗情報の新規登録を行います。 

 

 

「店舗台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 店舗台帳 をクリックします。 

 

 

 

 店舗情報を登録する 

 

① 店舗コード（F1）ボタンをクリックします。 

 
自動的に店舗コードが設定されます。 

 

② 店舗名を入力します。 

 
1) 店舗名の入力欄をクリックして、店舗名を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「住所」の入力欄に移動します。 

 

店舗・端末登録時の
注意 

登録する店舗コードと

端末・レジコードは、ぽす魂

の集計管理を行う上

で、非常に大切な役割を

持っています。店舗・端末

の設定が正しく行われな

いと、伝票の集計が出来

なくなります。各店舗や端

末に対して番号を割り当

て、それに準じて正しく入

力するようにしましょう。 
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③ 住所を入力します。 

 
1) 住所を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL」の入力欄に移動します。 
 
④ 電話番号を入力します。 

 
1) 電話番号を入力します。 

2) 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「FAX」の入力欄に移動します。 
 
⑤ ファックス番号を入力します。 

 
1) ファックス番号を入力します。 
 
⑥ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
登録した内容がリストに表示されます。 

 

⑦ 引き続き、別の店舗を登録する場合は、①～⑥の手順を繰り返します。 

⑧ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第3章 台帳管理 

68 

 

3-2 店舗情報を変更する 
登録済みの店舗情報の変更を行います。 

 

 

「店舗台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 店舗台帳 をクリックします。 

 

 

 店舗情報を変更する 

① 情報を変更する店舗名をクリックします。 

 
項目欄に店舗の詳細が表示されます。 

 

② 情報を変更する項目名をクリックし、変更内容を入力します。 

③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の店舗を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

ぽす魂ぽす魂

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-3 端末・レジ情報を登録する 
端末・レジ情報の新規登録を行います。 

 

 

「端末・レジ台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 端末・レジ台帳 をクリックします。 

 

 

 

 端末を登録する店舗を選択する 

 

① 店舗コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗一覧の画面が表示されるので、端末を設定する店舗をクリックして選択しま

す。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第3章 台帳管理 

70 

 

④ 端末登録の画面に戻るので、[端末・レジコード]の入力欄をクリックします。 

 
 

⑤ 端末コード（F1）ボタンが端末・レジコード入力欄に表示されるので、クリックします。 

 
自動的に端末コードが設定されます。 

 

⑥ 端末名・レジ番号を半角カタカナ・英数字で入力します。 

 
 

⑦ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
登録した内容がリストに表示されます。 

 

⑧ 引き続き、別の端末を追加する場合は、店舗コードの入力欄をクリックします。 

 
 

※すべての店舗の端末名・レジ番号を登録してください。 

 

⑨ 店舗コード(F2)ボタンが表示されるので、②～⑧の手順を繰り返します。 

 
 

⑩ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

端末名・レジ番号の入

力について 

この項目はレシートに印字

されるので、半角８文字以内

で入力してください。 
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3-4 端末・レジ情報を変更する 
登録済みの端末・レジ情報の変更を行います。 

 

 

「端末・レジ台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 端末・レジ台帳 をクリックします。 

 

 

 

 端末・レジ情報を変更する 

 

① 情報を変更する端末をクリックします。 

 
項目欄に端末の詳細が表示されます。 

 

② 情報を変更する項目名をクリックし、変更する内容を入力します。 

 

③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 
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④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の端末を変更する場合は、①～⑤の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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3-5 従業員区分を登録する 
従業員区分の新規登録を行います。従業員を雇い形態などで分類分け

をして、区分名を登録します。従業員台帳に従業員区分を登録すると、

従業員検索で区分ごとに検索することができます。 

 

「従業員区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 従業員区分 をクリックします。 

 

 

 従業員区分を登録する 

 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
区分コードが自動的に割り当てられます。 

 

② 区分名を入力します。 

 
 

③ 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
登録した内容がリストに表示されます。 

 

④ 引き続き、別の従業員区分を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の従業員区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

 

3-6 従業員区分を変更する 
登録済の従業員区分の変更を行います。 

 

 

「従業員区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 従業員区分 をクリックします。 

 

 

 従業員区分を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 区分名の入力欄をクリックし、変更する従業員区分名を入力します。 

 
 

③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第3章 台帳管理 

75 

 

3-7 従業員情報を登録する 
従業員情報の新規登録を行います。 

 

 

「従業員台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 従業員台帳 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 従業員情報を入力・設定する 

以下の手順で従業員情報の入力および設定を行います。 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 従業員コード  

① 従業員コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
従業員コードが自動的に割り当てられます。 

カーソルが自動的に「従業員区分」の欄に移動します。 

 

2 
1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
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3 従業員区分  

① 従業員区分(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 「従業員区分」の画面が表示されるので、区分名をクリックします。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「従業員区分」の画面が閉じ、「従業員区分」の入力欄に区分名が表示されます。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「氏名」の入力欄に移動します。 

4 氏名・フリガナ  

① 従業員名を入力します。 

 
 

入力した内容が、自動的に「フリガナ」の入力欄に表示されます。 
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② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

 

③ フリガナに変更がある場合は、正しい内容を入力します。 

 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「郵便番号」の入力欄に移動します。 

5 郵便番号・住所  

① 郵便番号を入力し、郵便番号（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

住所入力欄に該当する住所が表示されます。 

 
 

② 表示された住所の後にカーソルをあわせ、番地、アパート名を入力します。  

 
 

番地の前に必ず１スペース空けて入力します。 

 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL」の入力欄に移動します。 

6 TEL  

① 電話番号を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「携帯TEL」の入力欄に移動します。 

 

住所入力サポートを
使って住所を入力す

る方法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-1「住所入力サポート

機能」（p.498）を参照してく

ださい。 
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7 携帯TEL 

① 携帯TELを入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「FAX」の入力欄に移動します。 

8 FAX 

① FAX番号を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「E-MAILアドレス」の入力欄に移動します。 

9 E-MAILアドレス 

① E-MAILアドレスを入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「入社日」の入力欄に移動します。 

10 入社日  

① 実行日の日付が表示されているので、変更する場合は日付を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「POSレジ担当」の設定欄に移動します。 

 

カレンダー機能を使っ
て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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11 POSレジ担当  

① レジ精算を担当するかしないかを選択します。 

POSレジ担当欄の「有り」または「無し」にチェックを入れます。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「検索キー」の設定欄に移動します 

12 検索キー 

① 該当する検索キーをクリックします。 

 
 

ここで設定した検索キーは、各検索画面の[50音検索]に反映されます。 

 

 

 

 入力・設定した内容を登録する 

 

① 入力・設定した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録され、右側のリストに表示されます。 

 

② 引き続き、従業員情報を登録する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

③ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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 従業員ラベルを発行する 

◆ リストを使って従業員データを表示しラベルを印刷する 

 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

② リスト表示(F11)ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての従業員リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 従業員リストが表示されるので、従業員名をクリックします。 

 
 

④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

選択した従業員情報の詳細が表示されます。 

 

 

従業員ラベルの発行

について 

販売画面からでも従業

員ラベルを発行すること

ができます。レジ操作編 

第 6 章 便利な機能 6-11

「従業員ラベルの発行」を

参照してください。 
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11 POSレジ担当  

① レジ精算を担当するかしないかを選択します。 

POSレジ担当欄の「有り」または「無し」にチェックを入れます。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「検索キー」の設定欄に移動します 

12 検索キー 

① 該当する検索キーをクリックします。 

 
 

ここで設定した検索キーは、各検索画面の[50音検索]に反映されます。 

 

 

 

 入力・設定した内容を登録する 

 

① 入力・設定した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録され、右側のリストに表示されます。 

 

② 引き続き、従業員情報を登録する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

③ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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◆ 検索画面を使って従業員データを表示しラベルを印刷する 

 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで従業員名を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

従業員検索画面が閉じ、従業員台帳の画面に従業員情報が表示されます。 

 

 
 

③ ラベル(F6)ボタンをクリックします。 

 

従業員検索画面につ
いて 

従業員の検索は、50 音

検索、従業員区分検索、

電話番号検索、従業員名

検索の４種類の方法があ

ります。画面の操作方法

は、第 13 章 便利な機能 

13-4 「 従 業 員 検 索 」

（p.504）を参照してくださ

い。 
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従業員ラベル画面が表示されます。 

 
 

④ 発行する枚数を入力します。 

 
 

既定値は１枚で設定されています。枚数を変更する場合は、変更する枚数を入力しま

す。 

 

⑤ 入力した内容を確認し、発行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

レシートプリンターよりバーコードラベルが発行されます。 
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3-8 従業員情報を変更・削除する 
登録済みの従業員情報のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「従業員台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 従業員台帳 をクリックします。 

 

 

 

 登録済みの従業員データを表示する 

 

◆ リストを使って従業員データを表示する 

 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

② リスト表示(F11)ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての従業員リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 従業員リストが表示されるので、従業員名をクリックします。 
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④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

選択した従業員情報の詳細が表示されます。 

 
 

 

◆ 検索画面を使って従業員データを表示する 

 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで従業員名を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

 

従業員検索画面につ

いて 

従業員の検索は、50 音

検索、従業員区分検索、

電話番号検索、従業員名

検索の４種類の方法があ

ります。画面の操作方法

は、第 13 章 便利な機能 

13-4 「 従 業 員 検 索 」

（p.504）を参照してくださ

い。 
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従業員検索画面が閉じ、従業員台帳の画面に従業員情報が表示されます。 

 

 
 

 

 

 従業員情報を変更する 

 

① 表示された従業員情報の変更箇所をクリックし、変更内容を入力します。 

 

② 内容を確認後、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

④ 引き続き、別の従業員情報を変更する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

⑤ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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 従業員情報を削除する 

 

① 表示された従業員情報を確認します。 

 

② 削除（F3）ボタンをクリックします。 

 
 

従業員データが削除されました。 

 

ぽす魂での台帳削除 

削除を行ったデータは完全にデータベースから消えるのではなく、[仮削除]の状態を示
す [削除フラグ]をつけて判断しています。一度削除が行われたデータは、リスト表示の
一覧では、赤文字で表示されます。 
削除データはデータの更新をすることで、削除状態を解除することができます。 
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3-9 仕入先区分を登録する 
仕入先区分の新規登録を行います。仕入先を業種などでグループ分け

をして、区分名を登録します。仕入先台帳に仕入先区分を登録すると、

仕入先検索で区分ごとに検索することができます。 

 

「仕入先区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 仕入先区分 をクリックします。 

 

 

 

 仕入先区分を登録する 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

区分コードが自動的に割り当てられます。 
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② 区分名を入力します。 

 
 

③ 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別の仕入先を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-10 仕入先区分を変更する 
登録済みの仕入先区分を変更します。 

 

 

「仕入先区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 仕入先区分 をクリックします。 

 

 

 

 仕入先区分を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更する仕入先区分名を入力します。 

 
 

③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 
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④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の仕入先区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂
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3-11 仕入先情報を登録する 
仕入先情報の新規登録を行います。 

 

 

「仕入先台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 仕入先台帳 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入先情報を入力・設定する 

以下の手順で仕入先情報の入力および設定を行います。 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 仕入先コード  

① 仕入先コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
仕入先コードが自動的に割り当てられます。 

カーソルが自動的に「仕入先区分」の欄に移動します。 

 

2 
1 

4 

6 
5 

7  

8 

3 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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3 仕入先区分  

① 仕入先区分(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 「仕入先区分」の画面が表示されるので、区分名をクリックします。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「仕入先区分」の欄に区分名が表示されます。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「仕入先名」の入力欄に移動します。 

4 仕入先名・フリガナ  

① 仕入先名を入力します。 

 
入力した内容が、自動的に「フリガナ」の入力欄に表示されます。 
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② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

 

③ フリガナに変更がある場合は、正しい内容を入力します。 

 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「先方担当者」の入力欄に移動します。 

5 先方担当者  

① 先方担当者名を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「郵便番号」の入力欄に移動します。 

6 郵便番号・住所  

① 郵便番号を入力し、郵便番号（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

住所入力欄に該当する住所が表示されます。 

 
 

② 表示された住所の後にカーソルをあわせ、番地、アパート名を入力します。  

 
 

番地の前に必ず１スペース空けて入力します。 

 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL1」の入力欄に移動します。 

 

住所入力サポートを
使って住所を入力す

る方法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-1「住所入力サポート

機能」（p.498）を参照してく

ださい。 
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7 TEL1・TEL2 （TEL1のみ ） 

① TEL1を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
 

② TEL2を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「FAX1」の入力欄に移動します。 

8 FAX1・FAX2 

① FAX１を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「FAX2」の入力欄に移動します。 

 

② FAX2を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「E-MAILアドレス」の入力欄に移動します。 

9 E-MAILアドレス 

① E-MAILアドレスを入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「登録日」の入力欄に移動します。 
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10 登録日  

① 実行日の日付が表示されているので、変更する場合は日付の入力をします。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「少計算端数処理」の設定欄に移動します。 

11 小計算端数処理 

単品毎の消費税計算をどのように行うか設定します。 

 

① 計算方法を選択します。 

 
 

[切捨て] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り捨てます。 

[切上げ] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り上げます。 

[四捨五入] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を四捨五入します。 

[無し] 単品毎の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

処理を行いません。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「消費税端数処理」の設定欄に移動します。 

 

カレンダー機能を使っ
て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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12 消費税端数処理 

精算毎の消費税計算をどのように行うか設定します。 

 

① 計算方法を選択します。 

 
 

[切捨て] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り捨てます。 

[切上げ] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を切り上げます。 

[四捨五入] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

を四捨五入します。 

[無し] 精算時の消費税計算で、算出された小数点以下の端数

処理を行いません。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「消費税計算タイミング」の設定欄に移動します。 

13 消費税計算タイミング 

精算毎の消費税計算をいつ行うか設定します。 

 

① 計算方法を選択します。 

 
 

[明細毎] 消費税計算を、商品明細ごとに行います。 

[伝票毎] 消費税計算を、伝票ごとに行います。 

[締時] 消費税計算を、締め精算ごとに行います。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「消費税・仕入時」の設定欄に移動します。 
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14 消費税・仕入時 

① 仕入単価に対する消費税の設定を選択します。 

 
 

[内税] 商品価格に消費税が含まれている取引 

[外税] 商品価格に消費税が含まれていない取引 

[非課税] 郵便切手・印紙・証紙、商品券、社債・住民票・入学金な

ど、社会政策的配慮から課税する事が適当ではない取引

（消費税を課さない区分） 

[不課税] 保険金や共済金・損害保証金・寄付金・見舞金、資産の

廃棄･滅失など、国外取引や対価性のない取引 

（課税対象外取引） 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「検索キー」の設定欄に移動します。 

15 検索キー 

① 該当する検索キーをクリックします。 

 
 

ここで設定した検索キーは、各検索画面の[50音検索]に反映されます。 
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 入力・設定した内容を登録する 

 

① 入力・設定した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録され、右側のリストに表示されます。 

 

② 引き続き、仕入先を登録する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

③ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-12 仕入先情報を変更・削除する 
登録済みの仕入先情報のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「仕入先台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 仕入先台帳 をクリックします。 

 

 

 

 登録済みの仕入先データを表示する 

 

◆ リストを使って仕入先データを表示する 

 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

② リスト表示(F11) ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての仕入先リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 仕入先リストが表示されるので、仕入先名をクリックします。 
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④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

選択した仕入先情報の詳細が表示されます。 

 
 

 

◆ 検索画面を使って仕入先データを表示する 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

② 仕入先検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで仕入先名を選択し、 

選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先検索画面につ
いて 

仕入先の検索は、50 音

検索、仕入先区分検索、

電話番号検索、仕入先名

検索の４種類の方法があ

ります。画面の操作方法

は、第 13 章 便利な機能 

13-5 「 仕 入 先 検 索 」

（p.508）を参照してくださ

い。 
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仕入先検索画面が閉じ、仕入先台帳の画面に仕入先情報が表示されます。 

 

 
 

③ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

④ 引き続き、別の仕入先情報を変更する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

ぽす魂ぽす魂

 
 

 

 

 仕入先情報を変更する 

① 表示された仕入先情報の変更箇所をクリックします。 

 
 

② 変更内容を入力し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 仕入先情報を削除する 

 

① 表示された仕入先情報を確認します。 

 

② 削除（F3）ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先データが削除されました。 

 

ぽす魂での台帳削除 

削除を行ったデータは完全にデータベースから消えるのではなく、[仮削除]の状態を示
す[削除フラグ]をつけて判断しています。一度削除が行われたデータは、リスト表示の一
覧では、赤文字で表示されます。 
削除データはデータの更新をすることで、削除状態を解除することができます。 
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3-13 顧客区分を登録する 
顧客区分の新規登録を行います。 

 

 

「顧客区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 顧客区分 をクリックします。 

 

 

 

 顧客区分を登録する 

 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

区分コードが自動的に割り当てられます。 
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② 区分名を入力します。 

 
 

③ 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別の顧客区分を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終ったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-14 顧客区分を変更する 
登録済みの顧客区分を変更します。 

 

 

「顧客区分」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 顧客区分 をクリックします。 

 

 

 

 顧客区分を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更する顧客区分名を入力します。 
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③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の顧客区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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3-15 顧客情報を登録する 
顧客情報の新規登録を行います。 

 

 

「顧客台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 顧客台帳 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 顧客情報を入力・設定する 

以下の手順で顧客情報の入力および設定を行います。 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 顧客コード 

① 顧客コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

顧客コードが自動的に割り当てられます。 

カーソルが自動的に「顧客区分」の入力欄に移動します。 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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3 顧客区分 

① 顧客区分(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 「顧客区分」の画面が表示されるので、区分名をクリックします。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「顧客区分」の画面が閉じ、「顧客区分」の入力欄に区分名が表示されます。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「顧客名」の入力欄に移動します。 
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4 顧客名 

① 顧客名を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
入力した内容が、自動的に「フリガナ」の入力欄に表示されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

 

③ フリガナに変更がある場合は、正しい内容を入力します。 

 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「生年月日」の入力欄に移動します。 

5 生年月日 

① 生年月日を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「自社担当者」の入力欄に移動します。 

6 自社担当者 

① 担当者（Ｆ2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「従業員リスト」の画面が表示されるので、担当者名をクリックします。 
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③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「従業員リスト」の画面が閉じ、自社担当者欄に担当者名が表示されます。 

 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「郵便番号」の入力欄に移動します。 

7 郵便番号・住所 

① 郵便番号を入力し、郵便番号（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

住所入力欄に該当する住所が表示されます。 

 
 

② 表示された住所の後にカーソルをあわせ、番地、アパート名を入力します。  

 
 

番地の前に必ず１スペース空けて入力します。 

 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「TEL1」の入力欄に移動します。 

 

住所入力サポートを
使って住所を入力す

る方法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-1「住所入力サポート

機能」（p.498）を参照してく

ださい。 
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8 TEL1・TEL2 （TEL1のみ ） 

① TEL1を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「TEL2」の入力欄に移動します。 

 

② TEL2を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「FAX1」の入力欄に移動します。 

9 FAX1・FAX2 

① FAX１を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「FAX2」の入力欄に移動します。 

 

② FAX2を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
カーソルが「主要商品区分1」の入力欄に移動します。 

10 主要商品区分1・主要商品区分2・主要商品区分3 

顧客が主に購入する商品区分が決まっている場合に登録します。登録することにより、

主要処理区分条件を指定してDMを発行することができます。 

 

① 商品（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

商品区分の登録につ
いて 

3-17「商品区分１を登

録する」（p.125）、3-19「商

品 区 分 ２ を 登 録 す る 」

（p.129）、3-21「商品区分

３を登録する」（p.133）を参

照してください。 
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② 「主要商品区分1」の画面が表示されるので、区分名をクリックします。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「主要商品区分1」の画面が閉じ、「主要商品区分１」の入力欄に区分名が表示されま

す。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

⑤ 「主要商品区分2」「主要商品区分3」を入力する場合は、①～④の手順を繰り返し

ます。 

カーソルが「定例DMチェック」の入力欄に移動します。 

11 定例DMチェック 

定例DMリストより発送したいDMにチェックをします。登録することにより条件を指定して

顧客を絞り込みDMを発行することができます。 

 

① 詳細(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

定例 DM を発行するに
は 

第 12 章宛名リスト作

成・ＤＭ発行 12-2「条件

を指定してＤＭを発行す

る」（p.471）を参照してくだ

さい。 
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② 「定例DMチェック」の画面が表示されるので、使用する定例ＤＭをチェックします。 

 
 

③ OK(Ｆ2)ボタンをクリックします。 

「定例DMチェック」の画面が閉じ、「定例DMチェック」の入力欄に「指定あり」と表示され

ます。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「E-MAILアドレス」の入力欄に移動します。 

12 E-MAILアドレス 

① E-MAILアドレスを入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「ポイント管理」の設定欄に移動します。 

13 ポイント管理 

① 登録する顧客がポイント管理対象の場合は[有り]を選択します。ポイント管理対象

外の場合は、[無し]を選択します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「リベート管理」の設定欄に移動します。 

定例 DM の名称について 

定例 DM 名称は、自由

に設定することができま

す。第 12 章宛名リスト作

成・ＤＭ発行 12-1「定例Ｄ

Ｍ の 名 称 を 設 定 す る 」

（p.470）を参照してくださ

い。 
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14 リベート管理 

① 登録する顧客が、リベート管理対象の場合、[有り]を選択します。リベート管理対象

外の場合は、[無し]を選択します。 

 
② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「登録日・入会日」の入力欄に移動します。 

15 登録日・入会日 

① 実行日の日付が表示されているので、変更する場合は日付を入力します。 

 
② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「検索キー」の設定欄に移動します。 

16 検索キー 

① 該当する検索キーをクリックします。 

 
ここで設定した検索キーは、各検索画面の[50音検索]に反映されます。 

リベート対象客の売上

高を参照するには 

第8 章売上集計 8-4「リ

ベート対象の売上高を参

照する」（p.313）を参照して

ください。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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 入力・設定した内容を登録する 

 

① 入力・設定した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
入力・設定した内容が登録され、右側のリストに表示されます。 

 

② 引き続き、顧客情報を登録する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

③ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 顧客ラベルを発行する 

 

◆ リストを使って顧客データを表示しラベルを印刷する 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

② リスト表示(F11) ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての顧客リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

顧客ラベルの発行に

ついて 

販売画面からでも顧客

ラベルを発行することがで

きます。レジ操作編 第 6

章 便利な機能 6-9「顧客

ラベルの発行」を参照して

ください。 
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③ 顧客リストが表示されるので、顧客名をクリックします。 

 
 

④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

 

選択した顧客情報の詳細が表示されます。 

 
 

⑤ ラベル(F6)ボタンをクリックします。 
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顧客ラベル画面が表示されます。 

 
 

⑥ 発行する枚数を入力します。 

 
 

既定値は１枚で設定されています。枚数を変更する場合は、変更する枚数を入力しま

す。 

 

⑦ 入力した内容を確認し、発行(Enter)ボタンをクリックします。 

 
 

レシートプリンターよりバーコードラベルが発行されます。 
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◆ 検索画面を使って顧客データを表示しラベルを印刷する 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
②  

③ 顧客検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで顧客名を選択し、 

選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客検索画面が閉じ、顧客台帳の画面に顧客情報が表示されます。 

 

顧客検索画面につい
て 

顧客の検索は、50 音検

索、顧客区分検索、電話

番号検索、顧客名検索の

４種類の方法があります。

画面の操作方法は、第 13

章 便利な機能 13-6「顧

客検索」（p.512）を参照し

てください。 
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④ ラベル(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客ラベル画面が表示されます。 

 
 

⑤ 発行する枚数を入力します。 

 
 

既定値は１枚で設定されています。枚数を変更する場合は、変更する枚数を入力しま

す。 

 

⑥ 入力した内容を確認し、発行(Enter)ボタンをクリックします。 

 
 

レシートプリンターよりバーコードラベルが発行されます。 
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3-16 顧客情報を変更・削除する 
登録済みの顧客情報のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「顧客台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 顧客台帳 をクリックします。 

 

 

 

 登録済みの顧客データを表示する 

◆ リストを使って顧客データを表示する 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

② リスト表示(F11) ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての顧客リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 顧客リストが表示されるので、顧客名をクリックします。 
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④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客情報の詳細が表示されます。 

 
 

 

◆ 検索画面を使って顧客データを表示する 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

② 顧客検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで顧客名を選択し、 

選択(F2)ボタンをクリックします。 

 

顧客検索画面につい

て 

顧客の検索は、50 音検

索、顧客区分検索、電話

番号検索、顧客名検索の

４種類の方法があります。

画面の操作方法は、第 13

章 便利な機能 13-6「顧

客検索」（p.512）を参照し

てください。 
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顧客検索画面が閉じ、顧客台帳の画面に顧客情報が表示されます。 

 
 

 

 

 顧客情報を変更する 

① 変更内容を入力し、内容を確認後、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

③ 引き続き、別の顧客情報を変更する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

④ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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 顧客情報を削除する 

 

① 表示された顧客の情報を確認します。 

 

② 削除（F3）ボタンをクリックします。 

 
顧客データが削除されました。 

 

ぽす魂での台帳削除 

削除を行ったデータは完全にデータベースから消えるのではなく、[仮削除]の状態を示
す[削除フラグ]をつけて判断しています。一度削除が行われたデータは、リスト表示の一
覧では、赤文字で表示されます。 
削除データはデータの更新をすることで、削除状態を解除することができます。 
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3-17 商品区分１を登録する 
商品区分１の新規登録を行います。 

 

 

「商品区分１」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分１ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分１を登録する 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

区分コードが自動的に割り当てられます。 

 
 

② 区分名を入力します。 
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③ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別の商品区分１を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-18 商品区分１を変更する 
登録済みの商品区分１の区分名を変更します。 

 

 

「商品区分１」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分１ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分１の区分名を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
 

登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更する区分名を入力します。 
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③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の商品区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂
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3-19 商品区分２を登録する 
商品区分２の新規登録を行います。 

 

 

「商品区分２」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分１ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分２を登録する 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

区分コードが自動的に割り当てられます。 

 
 

② 区分名を入力します。 
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③ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別の商品区分２を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-20 商品区分２を変更する 
登録済みの商品区分２の区分名を変更します。 

 

 

「商品区分２」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分２ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分２の区分名を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
 

登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更する区分名を入力します。 
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③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の商品区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂
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3-21 商品区分３を登録する 
商品区分３の新規登録を行います。 

 

 

「商品区分３」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分１ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分３を登録する 

① 区分コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

区分コードが自動的に割り当てられます。 

 
 

② 区分名を入力します。 
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③ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別の商品区分３を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-22 商品区分３を変更する 
登録済みの商品区分３の区分名を変更します。 

 

 

「商品区分３」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品区分３ をクリックします。 

 

 

 

 商品区分３の区分名を変更する 

① 変更する区分名をクリックします。 

 
 

登録済の区分名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更する区分名を入力します。 
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③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別の商品区分を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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3-23 商品情報を登録する 
商品情報の新規登録を行います。 

 

 

「商品台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品台帳 をクリックします。 

 

 
上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品情報を入力・設定する 

以下の手順で商品情報の入力および設定を行います。 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
15 
16 

12 

商品情報の入力につ

いて 

登録済みの商品情報を

引用して入力する方法も

あります。第 13 章 便利な

機 能  13-7 「 商 品 検 索 」

（p.516）－既存の商品デ

ータを引用して新しい商

品 デ ー タ を 登 録 す る

（p.520）を参照してくださ

い。 
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2 商品コード 

◆ JANコードの商品を設定する場合 

① 登録する商品のバーコードをスキャンします。 

 
スキャンした商品コードが表示されます。 

カーソルが自動的に「仕入先コード」の入力欄に移動します。 

 

◆ 連続番号の自社商品コードを設定する場合 

① 商品コード（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

商品コードが自動的に割り当てられます。 

 
カーソルが自動的に「仕入先コード」の入力欄に移動します。 

3 仕入先コード 

①  仕入先(F2)ボタンをクリックします。 
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② 仕入先リストの画面が表示されるので、仕入先名を選択し、選択（F2）ボタンをクリ

ックします。 

 
 

「仕入先リスト」の画面が閉じ、「仕入先コード」の入力欄にコード番号と仕入先名が表

示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「受託買取」の設定欄に移動します。 

4 受託買取 

① 「受託」または「買取」のいずれかを選択します。 

 
② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「バーコード上段」の入力欄に移動します。 

5 バーコード上段 

① 品番管理をしている場合は品番を入力します。それ以外は、商品コードをスキャン

して入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「商品区分1」の入力欄に移動します。 
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6 商品区分1・商品区分2・商品区分3 

① 商品区分１(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 「商品区分1マスター」の画面が表示されるので、区分名をクリックします。 

 
 

③ 選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

「商品区分１台帳」の画面が閉じ、「商品区分１」の入力欄に区分名が表示されます。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「商品区分2」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 「商品区分２」「商品区分３」を入力する場合は、上記の手順を繰り返します。 

[Enter]キーを押し、カーソルを「商品名」の入力欄に移動します。 
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7 商品名、カナ・略称 

① 商品名を入力します。 

 
 

入力した内容が、自動的に「フリガナ」の入力欄に表示されます。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「フリガナ」の入力欄に移動します。 

 

③ フリガナに変更がある場合は、正しい内容を入力します。 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「標準価格」の入力欄に移動します。 

8 標準価格 

① 標準価格を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

標準価格が「\」マーク表示され、カーソルが「仕入単価」の入力欄に移動します。 

9 仕入単価 

① 仕入単価を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

仕入単価が「\」マーク表示され、カーソルが「単位」の入力欄に移動します。 
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10 単位 

① 単位を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「入数」の入力欄に移動します。 

11 入数 

① 入数を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「在庫管理」の設定欄に移動します。 

12 在庫管理 

① 登録する商品が在庫管理対象の場合は[有り]を選択します。在庫管理対象外の場

合は、[無し]を選択します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「登録日」の入力欄に移動します。 

13 登録日 

① 実行日の日付が表示されているので、変更する場合は日付を入力します。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「消費税・販売時」の設定欄に移動します。 

 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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14 消費税（販売時） 

① 販売価格に対する消費税の設定を選択します。 

 
 

[内税] 商品価格に消費税が含まれている取引 

[外税] 商品価格に消費税が含まれていない取引 

[非課税] 郵便切手・印紙・証紙、商品券、社債・住民票・入学金な

ど、社会政策的配慮から課税する事が適当ではない取引

（消費税を課さない区分） 

[不課税] 保険金や共済金・損害保証金・寄付金・見舞金、資産の

廃棄･滅失など、国外取引や対価性のない取引 

（課税対象外取引） 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「消費税・仕入時」の設定欄に移動します。 

15 消費税（仕入時） 

① 仕入単価に対する消費税の設定を選択します。 

 
 

[内税] 商品価格に消費税が含まれている取引 

[外税] 商品価格に消費税が含まれていない取引 

[非課税] 郵便切手・印紙・証紙、商品券、社債・住民票・入学金な

ど、社会政策的配慮から課税する事が適当ではない取引

（消費税を課さない区分） 

[不課税] 保険金や共済金・損害保証金・寄付金・見舞金、資産の

廃棄･滅失など、国外取引や対価性のない取引 

（課税対象外取引） 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「検索キー」の設定欄に移動します。 
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16 検索キー 

① 該当する検索キーをクリックします。 

 
 

ここで設定した検索キーは、各検索画面の[50音検索]に反映されます。 

 

 

 

 入力・設定した内容を登録する 

 

① 登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

入力・設定した内容が登録されます。 

 

② 引き続き、別の商品を登録する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

③ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 商品ラベルを発行する 

 

◆ リストを使って商品データを表示しラベルを発行する 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

 

商品ラベルの発行に

ついて 

販売画面からでも商品

ラベルを発行することがで

きます。レジ操作編 第 6

章 便利な機能 6-10「商

品ラベルの発行」を参照し

てください。 
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② リスト表示(F11) ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての商品リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 商品リストが表示されるので、商品名をクリックします。 

 
 

④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
 

選択した商品情報の詳細が表示されます。 

 

 
 

⑤ ラベル(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

商品ラベル画面が表示されます。 
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⑥ 発行する枚数を入力します。 

 
 

既定値は１枚で設定されています。枚数を変更する場合は、変更する枚数を入力しま

す。 

 

⑦ 発行ボタンをクリックします。 

 
 

レシートプリンターよりバーコードラベルが発行されます。 

 

◆ 検索画面を使って商品データを表示しラベルを発行する 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 
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② 商品検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで商品名を選択し、 

選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

商品検索画面が閉じ、商品台帳の画面に商品情報が表示されます。 

 
 

③ ラベル(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

商品ラベル画面が表示されます。 

 
 

商品検索画面につい
て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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④ 発行する枚数を入力します。 

 
 

既定値は１枚で設定されています。枚数を変更する場合は、変更する枚数を入力しま

す。 

 

⑤ 発行ボタンをクリックします。 

 
 

レシートプリンターよりバーコードラベルが発行されます。 
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3-24 商品情報を変更・削除する 
登録済みの商品情報のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「商品台帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ 商品台帳 をクリックします。 

 

 

 

 登録済みの商品データを表示する 

 

◆ リストを使って商品データを表示する 

① [削除データを表示する]または[削除データを表示しない]をクリックし、リストの表

示方法を選択します。 

 
 

 

② リスト表示(F11) ボタンをクリックします。 

 
データの読み込みが開始されます。 

データ量が多い場合は、すべての商品リストを表示するまでに時間がかかります。 

 

③ 商品リストが表示されるので、商品名をクリックします。 
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④ 表示(F12)ボタンをクリックします。 

 
選択した商品情報の詳細が表示されます。 

 

 
 

◆ 検索画面を使って商品データを表示する 

① 検索（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されるので、 [↑][↓]キーで商品名を選択し、 

選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

商品検索画面につい
て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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商品検索画面が閉じ、商品台帳の画面に商品情報が表示されます。 

 
 

 

 

 商品情報を変更する 

 

① 変更内容を入力し、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

③ 引き続き、別の商品名を変更する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 

④ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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 商品情報を削除する 

 

① 表示された商品の情報を確認します。 

 

② 削除（F3）ボタンをクリックします。 

 
商品データが削除されました。 

 

ぽす魂での台帳削除 

削除を行ったデータは完全にデータベースから消えるのではなく、[仮削除]の状態を示
す[削除フラグ]をつけて判断しています。一度削除が行われたデータは、リスト表示の一
覧では、赤文字で表示されます。 
削除データはデータの更新をすることで、削除状態を解除することができます。 
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3-25 クレジットカード会社名を登録する 
カードリストにクレジットカード会社名の新規登録を行います。 

 

 

「カードリスト」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ カードリスト をクリックします。 

 

 

 

 カード会社名を登録する 

 

① コード(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

カードコードが自動的に割り当てられます。 

 
 

② カード名入力欄にクレジット会社名を入力します。 
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③ 入力した内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

登録した内容がリストに表示されます。 

 
 

④ 引き続き、別のカード会社を登録する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 登録が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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3-26 クレジットカード会社名を変更する 
カードリストに登録済みのクレジット会社名を変更します。 

 

 

「カードリスト」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ カードリスト をクリックします。 

 

 

 

 カードリストを変更する 

① カード名の入力欄をクリックします。 

 
 

登録済のカード名が入力欄に表示されます。 

 

② 入力欄をクリックし、変更するカード名を入力します。 
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③ 更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

⑤ 引き続き、別のカード名を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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3-27 台帳を印刷する 
ぽす魂に登録されている台帳の印刷を行います。 

 

 

「マスター印刷」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ マスター印刷 をクリックします。 

 

 

 台帳を印刷する 

 

① 印刷する台帳を選択します。 

 
 

② 印刷条件を選択します。 

 
 

登録されているすべてのデータを印刷する場合は、「すべて印刷」を選択します。日付

範囲を選択してデータを印刷する場合は、日付の入力欄に、範囲指定した日付を入力

します。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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③ 実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 印刷条件設定で「商品」を選択した場合、「商品条件印刷」の画面が表示されます。 

商品台帳のデータを条件（商品区分１、商品区分2、商品区分３、受託・買取、仕入

先）を指定して、発行することができます。 

すべての商品台帳を印刷する場合は、「条件なし」を選択します。 

 
 

⑤ 商品印刷条件を選択します。 

（例）和菓子の区分を選択した場合、和菓子に区分されている商品のみが印刷され

ます。 

 
 

⑥ 実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

印刷が開始されます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

 

 

 

 

データ処理 
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4-1 データの取り出し 
指定した日付範囲の売上データや台帳データを取り出すことができます。

一部のデータをバックアップしたいときに使う機能です。 

 

 

「データ取り出し」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ データ取り出し をクリックします。 

 

 

 

 データ取り出しを実行する 

 

① 日付範囲を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 取出し先の右端の▼をクリックし、データ取出しを行うドライブを選択します。 
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③ 内容を確認し、実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

選択したドライブに「POSINOUT」のフォルダーが作成され、データの取り出しが実行さ

れます。 

 

売上がある状態に、「データ取り出し」を行うと、「締め処理が終わっていないデータがあ
ります。続けますか」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、「データ取
り出し」が実行されます。「データ取り出し」を行わない場合は「いいえ」をクリックします。 

 

④ データの取り出しが完了すると、「終了」のメッセージが表示されます。 

閉じるボタンをクリックします。 
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4-2 データの取り入れ 
指定した日付範囲の売上データや台帳データを取り入れることができま

す。バックアップしたデータを一部だけ元に戻したいときに使う機能です。

（バックアップ以降に入力したデータは消えてしまうので注意しましょう。） 

 

「データ取り入れ」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ データ取り入れ をクリックします。 

 

 

 

 データ取り入れを実行する 

 

① 取入れ先の右端の▼をクリックし、データ取り入れを行うドライブを選択します。 

 
 

② 内容を確認し、実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

選択したドライブの「POSINOUT」のフォルダーから、データの取り入れが実行されま

す。 

 

③ データの取り入れが完了すると、「終了」のメッセージが表示されます。 

閉じる(ESC)ボタンをクリックします。 
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4-3 データのバックアップ 
ぽす魂のデータをバックアップします。 

 

 

「バックアップ」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ バックアップ をクリックします。 

 

 

 

 バックアップを実行する 

 

① 「バックアップしますか」というメッセージが表示されるので、はいボタンをクリックし

ます。 

 
 

② 処理中下記の画面が表示されます。 

バックアップが終了すると自動的に画面が終了します。 

 
 

設定したバックアップ先のドライブの「backup」のフォルダーへ、ぽす?"のすべてのデー

タがバックアップされます。 

 

ぽす魂ぽす魂

データのバックアップ

先について 

データのバックアップ先

を設定することができま

す。 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-8「データのバックア

ップ先を設定する」（p.31）

を参照してください。 

ぽす魂の起動・終了

時に自動的にデータ
をバックアップするこ

ともできます。 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-11「起動・終了時の

処 理 項 目 を 設 定 す る 」

（p.45）を参照し てくださ

い。 
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4-4 データのリカバリー 
バックアップしたデータを元に戻します。バックアップされていないデータ

は消えてしまうので注意しましょう。 

 

 

「リカバリー」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ リカバリー をクリックします。 

 

 

 

 リカバリーを実行する 

 

① 「リカバリーしますか」というメッセージが表示されるので、はいボタンををクリックし

ます。 

 
 

② 処理中下記の画面が表示されます。リカバリーが終了すると自動的に画面が終了

します。 

 
 

設定したバックアップ先のドライブの「backup」のフォルダーから、すべてのぽす?"のデ

ータが上書きされます。 

 

ぽす魂ぽす魂

※ すべてのデータがバックアップ処理を行った状態に戻るため、データの取り扱いに

は注意して行ってください。 
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4-5 データベースの修復 
ぽす魂のシステムの正常化をはかるために、データベースを修復します。

売上データなどのファイルが壊れたときに使う機能です。 

 

 

「データベース修復」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ データベース修復 をクリックします。 

 

 

 

 データベース修復を実行する 

 

① 「DBをチェックし修復しますか」というメッセージが表示されるので、はいボタンをク

リックします。 

 
 

② 処理中下記の画面が表示されます。 

データベース修復が終了すると自動的に画面が終了します。 

 
 

ぽす魂のすべてのデータが修復されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂の起動・終了
時に自動的にデータ

ベース修復することも

できます。 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-11「起動・終了時の

処 理 項 目 を 設 定 す る 」

（p.45）を参照し てくださ

い。 
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4-6 データベースの 適化 
データベース内のデータを並べ替え、空白領域をつめることによりデータ

ベースの反応速度を高めることことができます。システムのレスポンスを

良くするために使う機能です。 

 

 

「データベース 適化」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ データベース 適化をクリックします。 

 

 

 

 データベース 適化を実行する 

 

① 「DBを最適化しますか」というメッセージが表示されるので、はいボタンをクリックし

ます。 

 
 

② 処理中下記の画面が表示されます。データベース最適化が終了すると自動的に画

面が終了します。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

ぽす魂のすべてのデータが 適化されます。 

 

ぽす魂の起動・終了

時に自動的にデータ
ベース 適化すること

もできます。 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-11「起動・終了時の

処 理 項 目 を 設 定 す る 」

（p.45）を参照し てくださ

い。 
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4-7 データをCSV形式で出力する 
ぽす魂のすべてのデータを、Excelなどで使えるファイル形式（CSV形式）

で出力します。 

 

 

「CSV出力」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ CSV出力 をクリックします。 

 

 

 CSV出力処理を実行する 

 

① 「店舗内のPOSレジは終了していますか」というメッセージ画面が表示されるので、

はいボタンをクリックします。（レジ稼動中にはCSV出力しないでください。） 

 
 

② CSV出力の画面が表示されるので、出力場所を選択します。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

③ 実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

選択したフォルダー内にCSV形式のデータが出力されます。 

CSV データとは 

データをカンマ(”,”)で区

切って並べたファイル形

式。主に表計算ソフトやデ

ータベースソフトでデータ

を保存するときに使う形式

です。 

CSV ファイル形式を採

用しているソフトで、デー

タを取り込むことができま

す。 
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4-6 データベースの 適化 
データベース内のデータを並べ替え、空白領域をつめることによりデータ

ベースの反応速度を高めることことができます。システムのレスポンスを

良くするために使う機能です。 

 

 

「データベース 適化」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ データベース 適化をクリックします。 

 

 

 

 データベース 適化を実行する 

 

① 「DBを 適化しますか」というメッセージが表示されるので、はいボタンをクリックし

ます。 

 
 

② 処理中下記の画面が表示されます。データベース最適化が終了すると自動的に画

面が終了します。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

ぽす魂のすべてのデータが 適化されます。 

 

ぽす魂の起動・終了

時に自動的にデータ
ベース 適化すること

もできます。 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-11「起動・終了時の

処 理 項 目 を 設 定 す る 」

（p.45）を参照し てくださ

い。 
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4-9 LAN環境でデータを送信する 
店舗サーバーへ伝票データを送信します。 

 

 

「データ送信」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ サーバーへ伝票データを送信 をクリックしま

す。 

 

 

 

 店舗サーバーへデータの送信する 

 

① 「サーバーへ伝票データを送信しますか」というメッセージ画面が表示されるので、

はいボタンをクリックします。 

 
 

進行状況を表す画面が表示され、送信が開始されます。 

 
 

② 「伝票データ送信が完了しました」というメッセージ画面が表示されるので、 

OKボタンをクリックします。 

 
 

データ送信が完了しました。 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂
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4-10 FTP環境でデータを受信する 
インターネットを介して台帳データや伝票データを受信します。FTPサー

バーからデータを受信するときに使う機能です。 

 

 

「FTPデータ受信」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ FTPデータ受信 をクリックします。 

 

 

 

 FTPサーバーからデータの受信をする 

① データの受信を行う日付範囲を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

画面に、処理内容が表示されます。 

回線の種類、データ容量により受信に時間がかかる場合があります。 
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「FTP処理が終了しました」というメッセージが表示されたら、データの受信は完了で

す。 

 

 
 

③ 閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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4-11 FTP環境でデータを送信する 
インターネットを介して台帳データや伝票データを送信します。データをＦ

ＴＰサーバーに送信するときに使う機能です。 

 

 

「FTPデータ送信」画面を表示する 

POSManager ＞ 台帳管理 ＞ FTPデータ送信 をクリックします。 

 

 
 

 

 FTPサーバーへデータを送信する 

 

① データの送信を行う日付範囲を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 実行（Enter）ボタンをクリックします。 
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画面に、処理内容が表示されます。 

 

※ 回線の種類、データ容量により、送信に時間がかかる場合があります。 

 

 
 

処理内容に「FTP送信が終了しました」というメッセージが表示されたら、送信は完了で

す。 

 

 
 

③ 閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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第５章 

 

 

 

 

伝票処理 
ぽす魂で作成された伝票データの確認や仕入伝票、 

仕入返品伝票の入力処理、管理を行います 

 

5-1 伝票を参照する.................................................176 

5-2 伝票を変更・削除する......................................179 

5-3 仕入伝票を登録する........................................182 

5-4 仕入伝票を変更・削除する.............................191 

5-5 仕入返品伝票を登録する...............................196 

5-6 仕入返品伝票を変更・削除する....................205 
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5-1 伝票を参照する 
ぽす魂で作成した伝票データ（売上、売上返品、仕入、仕入返品、在庫

振替、在庫搬入、在庫搬出、入金、出金などの伝票）を参照することが

できます。 

 

「POS伝票参照」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ POS伝票参照 をクリックします。 

 
 

 

 

 伝票を参照する 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、伝票を参照する店舗を選択します。 

 
 

② 端末（F4）項目の▼ボタンをクリックし、端末を選択します。 
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③ 表示する過去の締め数回分を入力し、[Enter]キーを押します。 

 
 

締め番号（日付）一覧が表示されます。 

 
 

④ 表示する締め番号（日付）を選択します。 

 
 

⑤ 表示（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

該当する日付の伝票が表示されます。 

 

締め番号について 

締め番号は締め処理を行

う毎に発行される管理番号で

す。締め番号は連番で発行さ

れます。 
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⑥ 前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

すると、伝票を参照することができます。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

 

 

 売上伝票を印刷する 

 

① 印刷（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

伝票の内容が印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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5-2 伝票を変更・削除する 
ぽす魂の伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「POS伝票参照」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ POS伝票参照 をクリックします。 

 

 

 

 登録済みの伝票を表示する 

5-1「伝票を参照する」（p.176）を参照してください。 

 

 

 

 伝票のデータを変更する 

 

① 変更する項目名をクリックし、変更内容を入力します。 

 
 

② 更新（F9）ボタンをクリックします。 
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③ 「更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されました。 

 

④ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

はいボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 伝票を削除する 

① 表示された伝票を確認します。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容が削除されます。削除の作業

の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

② 伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 
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伝票番号の項目に「削除」と表示され、伝票が削除されました。 

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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5-3 仕入伝票を登録する 
商品を入荷する際に行う「仕入処理」の伝票を登録します。仕入れした

商品の詳しい情報を入力します。販売画面でも、仕入処理をすることが

できます。 

 

「仕入伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 仕入伝票 をクリックします。 

 

 
上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

1 

2 
3 
4 

6 
5 
7 
8 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印
刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方
法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押しますと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「仕入先」の入力欄に移動します。 

5 仕入先 

① 仕入先(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 仕入先リストの画面が表示されます。仕入先を選択し、選択（F2）ボタンをクリックし

ます。 

 
 

仕入先の欄に仕入先名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「店舗」の入力欄に移動します。 
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6 店舗 

① 店舗（Ｆ２）ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストの画面が表示されます。店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

店舗の欄に店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「端末」の入力欄に移動します。 

7 端末 

① 端末項目をクリックし、端末（F2）ボタンをクリックします。 
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② 端末リストの画面が表示されます。端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

端末の欄に端末名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

＜入力例＞ 

１日に数回同じ仕入先からの仕入が発生する場合 
「１便」 仕入 と入力します。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 仕入処理をする商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って商品の詳細を入力する 

① 商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

商品検索の画面が表示されます。 

 

② 商品を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

③ [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

 

④ 数量入力欄をクリックし、入荷した商品の数量を入力します。 

 
 

⑤ 単価入力欄をクリックし、入力した商品の仕入価格を入力します。 

 
 

商品情報の入力につ

いて 

登録済みの商品情報を

引用して入力する方法も

あります。第 13 章 便利な

機 能  13-7 「 商 品 検 索 」

（p.516）－既存の商品デ

ータを引用して新しい商

品 デ ー タ を 登 録 す る

（p.520）を参照してくださ

い。 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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⑥ 引き続き、別の商品を登録する場合は、次行の商品コード入力欄をクリックし、 

②～⑤の手順を繰り返します。尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行

を選択し行削除ボタンをクリックします。 

 

◆ バーコードをスキャンして商品の詳細を入力する 

① 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンします。 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

カーソルが「数量」の入力欄に移動します。 

 

③ 数量入力欄をクリックし、入荷した商品の数量を入力します。 

 
④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 仕入処理をする商品の単価（仕入価格）を入力します。 

 
 

⑥ 引き続き、別の商品を登録する場合は、次行の商品コード入力欄をクリックし、 

②～⑤の手順を繰り返します。尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行

を選択し行削除ボタンをクリックします。 

 

◆ ハンディターミナルを使って商品の詳細を入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

ハンディ・データ取込画面が表示されます。 
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② ハンディターミナルが送受信できる状態にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
 

取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されましたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行を選択し行削除ボタンをクリックしま

す。 

 

 仕入処理の精算方法・金額を入力する 

 

① 仕入れた商品の支払い方法に応じて、金種入力欄（現金～内金）を選択し、金額を

入力します。 

 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

 
入力した内容が登録されます。 

 

 

 仕入伝票を印刷する 

 

① 印刷（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

伝票の内容が印刷されます。 

 

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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5-4 仕入伝票を変更・削除する 
仕入伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「仕入伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 仕入伝票 をクリックします。 

 

 

 

 仕入伝票を変更する 

① 仕入伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

 

⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 
 

ぽす魂ぽす魂

 仕入伝票内の商品を削除する（行削除） 

① 仕入伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して、商品を削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

ぽす魂ぽす魂

 仕入伝票を削除する 

① 仕入伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容が削除されます。削除の作業

の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

② 伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 
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③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

伝票番号の項目に「削除」と表示され、伝票が削除されました。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

 

⑤ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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5-5 仕入返品伝票を登録する 
メーカーに対しての商品の交換や返品の際に行う｢仕入返品処理｣の伝

票を登録します。仕入返品する商品の詳しい情報を入力します。販売画

面でも、仕入返品処理をすることができます。 

 

「仕入返品伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 仕入返品伝票 をクリックします。 

 

 
上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

1 

2 
3 
4 

6 
5 

7 
8 

入力したデータを元に
バーコードラベルを印

刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストの画面が表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックま

す。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ
て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押しますと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「仕入先」の入力欄に移動します。 

5 仕入先 

① 仕入先(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 仕入先リストの画面が表示されます。仕入先を選択し、選択（F2）ボタンをクリックし

ます。 

 
 

仕入先の欄に仕入先名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「店舗」の入力欄に移動します。 
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6 店舗 

① 店舗（Ｆ２）ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストの画面が表示されます。店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

店舗の欄に店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「端末」の入力欄に移動します。 

7 端末 

① 端末項目をクリックし、端末（F2）ボタンをクリックします。 

 
 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第5章 伝票処理 

200 

 

② 端末リストの画面が表示されます。端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

端末の欄に端末名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

＜入力例＞ 

１日に数回同じ仕入先からの仕入返品が発生する場合 

「１便」仕入返品 と入力します。 

 

 

 

 仕入返品処理をする商品の詳細を入力する 

◆ 商品検索を使って商品の詳細を入力する 

① 商品コード入力欄をクリックし、商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

商品検索の画面が表示されます。 
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② 商品を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 
 
③ [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 
 
④ 数量入力欄をクリックし、入荷した商品の数量を入力します。 

  
⑤ 単価入力欄をクリックし、入力した商品の仕入価格を入力します。 

 
 

⑥ 引き続き、別の商品を登録する場合は、次行の商品コード入力欄をクリックし、 

②～⑤の手順を繰り返します。尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行

を選択し行削除ボタンをクリックします。 

 

◆ バーコードをスキャンして商品の詳細を入力する 

① 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
 

商品の詳細が表示されます。 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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② 数量入力欄をクリックし、入荷した商品の数量を入力します。 

 
 

③ 単価入力欄をクリックし、入力した商品の仕入価格を入力します。 

 
 

④ 引き続き、別の商品を登録する場合は、次行の商品コード入力欄をクリックし、 

②～③の手順を繰り返します。尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行

を選択し行削除ボタンをクリックします。 

 

◆ ハンディターミナルを使って商品の詳細を入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
ハンディデータ取込画面が表示されます。 

 

② ハンディターミナルが送受信できる状態にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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③ 「受信完了」というメッセージが表示されましたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックしま

す。 

 
ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

尚、登録した行を取り消しする場合は、削除する行を選択し行削除ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 仕入返品処理の精算方法・金額を入力する 

① 仕入れた商品の支払い方法に応じて、金種入力欄を選択し、金額を入力します。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

 

 

ぽす魂ぽす魂

 仕入返品伝票を印刷する 

 

① 印刷（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

伝票の内容が印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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5-6 仕入返品伝票を変更・削除する 
仕入返品伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「仕入返品伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 仕入返品伝票 をクリックします。 

 
 

 

 

 仕入返品情報を変更する 

① 仕入返品伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

 

⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

 

⑥ 変更が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

 

 

 

 

 仕入返品伝票内の商品を削除する（行削除） 

 

① 仕入返品伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して、商品を削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

 
⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、②～④の手順を繰り返します。 

ぽす魂ぽす魂

⑧ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 仕入返品伝票を削除する 

 

① 仕入返品伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容が削除されます。削除の作業

の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

② 伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 
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③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

伝票番号の項目に「削除」と表示され、伝票が削除されました。 

ぽす魂ぽす魂

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。
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第６章 

 

 

 

 

POS 元帳 
顧客との取引内容（購買履歴・入出金・売掛など）や 

在庫管理データなどを参照することができます 

 

6-1 売上を伝票ごとに参照する ............................212 

6-2 売上を商品明細ごとに参照する ...................215 

6-3 仕入を伝票ごとに参照する ............................218 

6-4 仕入を商品明細ごとに参照する ...................221 

6-5 仕入を仕入先別・伝票ごとに参照する........224 

6-6 仕入を仕入先別・商品明細ごとに参照する....227 

6-7 在庫振替を伝票ごとに参照する ...................230 

6-8 在庫振替を商品明細ごとに参照する...........233 

6-9 在庫搬入を伝票ごとに参照する ...................236 

6-10 在庫搬入を商品明細ごとに参照する...........239 

6-11 在庫搬出を伝票ごとに参照する ...................242 

6-12 在庫搬出を商品明細ごとに参照する...........245 

6-13 購買履歴を伝票ごとに参照する ...................248 

6-14 購買履歴を商品明細ごとに参照する...........251 

6-15 入金情報を参照する........................................254 

6-16 出金情報を参照する........................................257 

6-17 売掛発生記録を参照する...............................260 

6-18 買掛発生記録を参照する...............................263 

 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

212 

 

6-1 売上を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら売れたかを確認できます。 

 

 

「売上帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 売上帳（合計行） をクリックします。 

 

 
上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 売上帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した店舗の売上明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 売上伝票を参照する売上明細の行をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

売上伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-2 売上を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品が売れたのかを確認できます。 

 

 

「売上帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 売上帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 売上帳（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 
 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した店舗の売上明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 売上伝票を参照する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

売上伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-3 仕入を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら仕入れたかを確認できます。 

 

 

「仕入帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 仕入帳（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 
 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定したの店舗の仕入明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 仕入伝票で詳細を参照する 

① 仕入伝票を参照する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

仕入伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

 

 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-4 仕入を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品を仕入れたのかを確認できます。 

 

 

「仕入帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 仕入帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入帳（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 
 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した店舗の仕入明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 仕入伝票で詳細を参照する 

① 仕入伝票を参照する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-5 仕入を仕入先別・伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら仕入れたのかを仕入先別に確認できます。 

 

 

「仕入先別仕入帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 仕入先別仕入帳（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入先別仕入帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 仕入先 

① 仕入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、仕入先を選択します。 

 
 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先別の仕入明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 仕入伝票で詳細を参照する 

① 仕入伝票を参照する明細をクリックします。 

 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

226 

 

② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

仕入伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-6 仕入を仕入先別・商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品を仕入れたのかを仕入先別に確認でき

ます。 

 

「仕入先別仕入帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 仕入先別仕入帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入先別仕入帳（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 仕入先 

① 仕入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、仕入先を選択します。 

 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先別の仕入明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 仕入伝票で詳細を参照する 

① 表示したい明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

仕入伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

230 

 

6-7 在庫振替を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら在庫振替したかを確認できます。 

 

 

「在庫振替帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫振替帳（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 在庫振替帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 振替元 

① 振替元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 振替先 

① 振替先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫振替明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫振替伝票で詳細を参照する 

① 在庫振替伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫振替伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

233 

 

6-8 在庫振替を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品を在庫振替したのかを確認できます。 

 

 

「在庫振替帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫振替帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 在庫振替帳（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 振替元 

① 振替元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 振替先 

① 振替先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫振替明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫振替伝票で詳細を参照する 

① 在庫振替伝票を参照する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫振替伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-9 在庫搬入を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら在庫搬入したかを確認できます。 

 

 

「在庫搬入帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫搬入帳（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 在庫搬入帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 搬入元 

① 搬入元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 搬入先 

① 搬入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬入明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫搬入伝票で詳細を参照する 

① 在庫搬入伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬入伝票が表示されます。 

 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-10 在庫搬入を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品を在庫搬入したのかを確認できます。 
 

 

「在庫搬入帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫搬入帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 在庫搬入帳（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 搬入元 

① 搬入元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 搬入先 

① 搬入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 
集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬入明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫搬入伝票で詳細を参照する 

① 在庫搬入伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬入伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-11 在庫搬出を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、いくら在庫搬出したかを確認できます。 
 

 

「在庫搬出帳（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫搬出帳（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 在庫搬出帳（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 搬出元 

① 搬出元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 搬出先 

① 搬出先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

243 

 

4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬出明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫搬出伝票で詳細を参照する 

① 在庫搬出伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬出伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-12 在庫搬出を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの商品を在庫搬出したのかを確認できます。 
 

 

「在庫搬出帳（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 在庫搬出帳（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 在庫搬出（明細項目）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 搬出元 

① 搬出元（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 搬出先 

① 搬出先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

1 
3 

4 

2 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬出明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 在庫搬出伝票で詳細を参照する 

① 在庫搬出伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

在庫搬出伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-13 購買履歴を伝票ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの顧客にいくら売り上げたのかを確認できま

す。 

 

 

「購買履歴（合計行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 購買履歴（合計行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 購買履歴（合計行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

 

2 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、顧客を選択します。 

 

1 2 
3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客別の購買履歴明細が伝票ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 売上伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

売上伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-14 購買履歴を商品明細ごとに参照する 
指定した日付範囲で、どの顧客にどの商品を売り上げたのかを確認でき

ます。 
 

 

「購買履歴（明細行）」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 購買履歴（明細行） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 購買履歴（明細行）を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、顧客を選択します。 

 

3 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 

1 2 
3 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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顧客別の購買履歴明細が商品明細ごとに表示されます。 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 売上伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

売上伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-15 入金情報を参照する 
指定した日付範囲で、いくら入金したのかを確認できます。 

 

 

「入金帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 入金帳 をクリックします。 

  
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 入金高を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、顧客を選択します。 

 

1 2 
4 

3 
集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲の入金高が表示されます。 

 
 

 

 

 入金伝票で詳細を参照する 

① 入金伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

入金伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

257 

 

6-16 出金情報を参照する 
指定した日付範囲で、いくら出金したのかを確認できます。 
 

 

「出金帳」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 出金帳 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 出金高を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 仕入先 

① 仕入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、仕入先店舗を選択します。 

 

1 2 
3 

4

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲の出金高が表示されます。 

 
 

 

 

 出金伝票で詳細を参照する 

① 出金伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

出金伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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6-17 売掛発生記録を参照する 
指定した日付範囲で、いくら売掛が発生したのかを確認できます。 
 

 

「売掛発生高」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 売掛発生高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 売掛金を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、顧客を選択します。 

 

1 2 
3 

4

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲の売掛高が表示されます。 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 売上伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

売上伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第6章 POS元帳 

263 

 

6-18 買掛発生記録を参照する 
指定した日付範囲で、いくら買掛が発生したのかを確認できます。 
 

 

「買掛発生高」画面を表示する 

POSManager ＞ 元帳 ＞ 買掛発生高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 買掛金を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 仕入先 

① 仕入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、仕入先を選択します。 

 

1 2 
3 

4

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 実行 

① 実行(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲の買掛発生高が表示されます。 

 
 

 

 

 仕入伝票で詳細を参照する 

① 仕入伝票を表示する明細をクリックします。 
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② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

仕入伝票が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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台帳集計 
売上データの集計を行います 

 

 

7-1 商品ごとの売上を集計する ............................268 

7-2 顧客ごとの売上を集計する ............................270 

7-3 従業員ごとの売上を集計する........................272 

7-4 店舗ごとの売上を集計する ............................274 

7-5 商品区分ごとの売上を集計する ...................276 

7-6 区分 1-商品ごとの売上を集計する..............279 

7-7 区分 2-商品ごとの売上を集計する..............282 

7-8 区分 3-商品ごとの売上を集計する..............285 

7-9 顧客別・商品ごとの売上を集計する.............288 

7-10 商品別・顧客ごとの売上を集計する.............291 

7-11 商品別の売上を集計する...............................294 
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7-1 商品ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品ごとに集計できます。数量順・売上

順・粗利順に集計データを表示することができ、どの商品が売れたかな

ど、売上を分析することができます。 
 

「商品ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-2 顧客ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、顧客ごとに集計できます。回数順・売上

順・粗利順に集計データを表示することができ、お客様の来店頻度や購

入実績などを分析することができます。（精算時の顧客名の登録が必要

です。） 

 

「顧客ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 顧客ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 顧客ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 回数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[回数順] 売上回数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

1 
2 
3 

4 
5 精算時の顧客名の登

録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-3 従業員ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、従業員ごとに集計できます。回数順・売上

順・粗利順に集計データを表示することができ、レジ担当者の成果や実

績などを分析することができます。 

 

「従業員ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 従業員ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 従業員ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 回数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[回数順] 売上回数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-4 店舗ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、店舗ごとに集計できます。客数順・売上

順・粗利順に集計データを表示することができ、各店舗の利用客数や売

上実績を分析することができます。 

 

「店舗ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 店舗ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 店舗ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 客数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[客数順] 売上客数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 

4 

3 
集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-5 商品区分ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品区分ごとに集計できます。数量順・売

上順・粗利順に集計データを表示することができ、商品区分ごとの売上

を分析することができます。 

 

「商品区分ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品区分ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品区分ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
6 

商品区分の登録と変

更について 

第 3 章台帳管理 3-17

「商品区分１を登録する」

（p.125）～3-22「商品区分

３を変更する」（p.135）を参

照してください。 

5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 区分 

① 区分（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する商品区分を選択します。 

 
 

[区分１] 商品区分１に登録されている区分ごとの売上が集計されます。 

[区分２] 商品区分２に登録されている区分ごとの売上が集計されます。 

[区分３] 商品区分３に登録されている区分ごとの売上が集計されます。 

6 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-6 区分1-商品ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品区分1に登録された商品ごとに集計で

きます。数量順・売上順・粗利順に集計データを表示することができ、ど

の商品が売れたかなど、売上を分析することができます。 

 

「商品区分1-商品ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品区分１-商品ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品区分1-商品ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

商品区分の登録と変

更について 

第 3 章台帳管理 3-17

「商品区分１を登録する」

（p.125）～3-22「商品区分

３を変更する」（p.135）を参

照してください。 

1 
2 
3 

4 
6 

5 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 商品区分 

① 区分（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

6 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-7 区分2-商品ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品区分2に登録された商品ごとに集計で

きます。数量順・売上順・粗利順に集計データを表示することができ、ど

の商品が売れたかなど、売上を分析することができます。 

 

「商品区分2-商品ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品区分2-商品ごと集計 をクリックします。 

 
 

 

 商品区分2-商品ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

商品区分の登録と変

更について 

第 3 章台帳管理 3-17

「商品区分１を登録する」

（p.125）～3-22「商品区分

３を変更する」（p.135）を参

照してください。 

1 
2 
3 

4 
6 

5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 商品区分 

① 区分（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

6 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-8 区分3-商品ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品区分3に登録された商品ごとに集計で

きます。数量順・売上順・粗利順に集計データを表示することができ、ど

の商品が売れたかなど、売上を分析することができます。 

 

「商品区分3-商品ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品区分3-商品ごと集計 をクリックします。 

 

 
上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品区分３ごと商品の売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

商品区分の登録と変

更について 

第 3 章台帳管理 3-17

「商品区分１を登録する」

（p.125）～3-22「商品区分

３を変更する」（p.135）を参

照してください。 

1 
2 
3 

4 
6 

5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 区分を選択 

① 区分（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

6 集計 

① 集計(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-9 顧客別・商品ごとの売上を集計する 
顧客別の売上を、商品ごとに集計できます。数量順・売上順・粗利順に

集計データを表示することができ、顧客がどの商品を購入したかなど、

売上を分析することができます。（精算時の顧客名の登録が必要です。） 

 

「顧客別商品ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 顧客別商品ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 顧客別に商品ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 

4 
6 

3 
5 

精算時の顧客名の登

録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する顧客を選択します。 

 

5 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

6 集計 

① 集計(F7)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-10 商品別・顧客ごとの売上を集計する 
商品別の売上を、顧客ごとに集計できます。数量順・売上順・粗利順に

集計データを表示することができ、ある商品をどの顧客が買ったかなど、

売上を分析することができます。（精算時の顧客名の登録が必要です。） 

 

「商品別顧客ごと集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品別顧客ごと集計 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品別に顧客ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 数量順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[数量順] 売上数量順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 

4 
6 

3 
5 

精算時の顧客名の登

録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第7章 台帳集計 

292 

 

4 商品 

① 商品（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する商品を選択します。 

 

5 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

6 集計 

① 集計(F7)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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7-11 商品別の売上を集計する 
指定した日付範囲の売上を、商品別に集計できます。 

 

 

「商品別売上」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 商品別売上 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品別の売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 

2 

5 

3 
4 
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3 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

4 商品 

① 商品（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する商品を選択します。 

 

5 集計 

① 集計(Return)ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 

 
 

② 引き続き、別の集計を行う場合は、上記の手順を繰り返します。 
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第８章 

 

 

 

 

売上集計 
日報や月報、集計カレンダー、その他 

売上データを参照します 

 

8-1 日報を参照・印刷する......................................298 

8-2 月報を参照・印刷する......................................304 

8-3 仕入先別の売上高を参照・印刷する...........310 

8-4 リベート対象の売上高を参照する ................313 

8-5 ポイントカードの履歴を参照・印刷する.......316 

8-6 集計カレンダーを参照・印刷する..................319 

8-7 客単価を参照・印刷する .................................322 
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8-1 日報を参照・印刷する 
指定した日付範囲の日報を参照することができます。販売画面からでも

操作することが可能です。 

 

 

「日報」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 日報 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 日報を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 
 

1 
2 3 
4 

販売画面で日報を参
照するには 

レジ操作編 第 6 章 便

利な機能「6-22 日報を参

照する」を参照してくださ

い。 
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3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

4 日報項目 

① 参照する日報の項目をクリックします。 

1) 会計 

店舗の端末ごとの売上、仕入、入金、出金のデータを確認することができます。 
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2) 消費税 

店舗別の税区分別売上高、税区分別消費税高を確認することができます。 

 
 

3) カード 

店舗別にカード会社ごとの件数・売上高を確認することができます。 

 
 

4) 商品区分 1 

商品区分1に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 

 
 

5) 商品区分 2 

商品区分2に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 

 

6) 商品区分 3 

商品区分3に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 
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7) 商品 

店舗別の商品ごとの売上高・粗利金額・粗利率を確認することができます。 

 
 

8) 顧客 

店舗別に顧客ごとの売上高を確認することができます。 
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9) 技術担当売上高 

店舗別に技術担当者ごとの売上評価額を確認することができます。 

 
 

 

＜技術担当評価比率設定について＞ 

担当者の売上をもとに、どのくらいの割合を売上評価額として表示するかを設

定することができます。 

 

（1）技術担当評価比率設定ボタンをクリックすると、評価比率設定画面が表示

されます。 

 

 
 

（2）評価比率を入力し、設定(Enter)ボタンをクリックします。 

 

技術担当者の登録に

ついて 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-5 技術（接客）

担当者を登録する」を参照

してください。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第8章 売上集計 

303 

 

10) 返品 

店舗別に返品商品ごとの数量・金額を確認することができます。 

 
 

11) 現金過不足 

店舗別・精算ごとの現金過不足を確認することができます。 

 
 

 

 

 日報を印刷する 

① 印刷する項目をクリックして画面を表示し、印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
表示した項目の日報が印刷されます。 
 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計・日報・月報の

各データを初めて印刷す

る時は、それぞれの画面

で使用するプリンターを設

定する必要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第8章 売上集計 

304 

 

8-2 月報を参照・印刷する 
指定した月範囲の月報を確認することができます。 

 

 

「月報」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 月報 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 月報を参照する 

1 日付範囲 

① 実行月の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 
 

1 
2 3 
4 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第8章 売上集計 

305 

 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

4 月報項目 

① 参照する月報の項目をクリックします。 

1) 会計 

店舗の端末ごとの売上、仕入、入金、出金のデータを確認することができます。 
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2) 消費税 

店舗別の税区分別売上高、税区分別消費税高を確認することができます。 

 
 

3) カード 

店舗別にカード会社ごとの件数・売上高を確認することができます。 

 
 

4) 商品区分 1 

商品区分1に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 

 
 

5) 商品区分 2 

商品区分2に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 

 

6) 商品区分 3 

商品区分3に登録されている区分ごとの商品数・売上高を、店舗別に確認することがで

きます。 
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7) 商品 

店舗別に商品ごとの売上高・粗利金額・粗利率を確認することができます。 

 
 

8) 顧客 

店舗別に顧客ごとの売上高を確認することができます。 
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9) 技術担当売上高 

店舗別に技術担当者ごとの売上評価額を確認することができます。 

 
 

 

＜技術担当評価比率設定について＞ 

担当者の売上をもとに、どのくらいの割合を売上評価額として表示するかを設

定することができます。 

 

（1）技術担当評価比率設定ボタンをクリックすると、評価比率設定画面が表示

されます。 

 

 
 

（2）評価比率を入力し、設定(Enter)ボタンをクリックします。 

 

技術担当者の登録に

ついて 

レジ操作編-第 2 章 精

算処理「2-5 技術（接客）

担当者を登録する」を参照

してください。 
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10) 返品 

店舗別に返品商品ごとの数量・金額を確認することができます。 

 
 

11) 現金過不足 

店舗別・精算ごとの現金過不足を確認することができます。 

 
 

 

 

 月報を印刷する 

① 印刷する項目をクリックして画面を表示し、印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
表示した項目の月報が印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計・日報・月報の

各データを初めて印刷す

る時は、それぞれの画面

で使用するプリンターを設

定する必要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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8-3 仕入先別の売上高を参照・印刷する 
指定した日付の範囲で仕入先別の売上を確認できます。 

 

 

「仕入先別売上高」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 仕入先別売上高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入先別の売上高を参照する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 受託・買取 

① 売上高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の売上高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の売上高が表示されます。 

3 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 

1 2 
3 

受託・買取の設定につ

いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 
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仕入先別の売上合計が画面に表示されます。 

 
 

 

 

 仕入先別の売上商品明細を参照する 

① 表示されたリストから明細を確認する仕入先を選択します。 

 
 

② 明細（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した仕入先の商品の売上金額詳細が表示されます。 
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 仕入先別の売上高・売上高明細を印刷する 

 

◆ 仕入先別売上高を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
仕入先別の売上明細が印刷されます。 

 

◆ 仕入先別売上高明細を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
仕入先別の商品売上明細が印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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8-4 リベート対象の売上高を参照する 
リベート対象になっている顧客がいくら買ったのかを確認できます。 

 

 

「リベート対象売上高」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ リベート対象売上高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 リベート対象顧客の売上高を表示する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
リベート対象顧客別の売上合計が画面に表示されます。 

 

1 2 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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 リベート売上高の明細を参照する 

① 表示されたリストから明細を確認する顧客を選択します。 

 
 

② 明細（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客の商品の売上金額詳細が表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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8-5 ポイントカードの履歴を参照・印刷する 
顧客のポイントの履歴と明細を確認できます。 

 

 

「ポイント履歴」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ ポイント履歴 クリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 ポイント履歴を表示する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 顧客 

① 顧客（F4）項目の▼ボタンをクリックし、顧客を選択します。 

 
 

1 
2 

3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客のポイント履歴明細が表示されます。 

 

 
 

 

 

 売上伝票で詳細を参照する 

① 伝票を参照する明細を選択します。 

 
 

② 伝票（F7）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客のポイント発生時の売上伝票が表示されます。 
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 ポイント履歴・売上伝票を印刷する 

 

◆ ポイント履歴を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
ポイント履歴が印刷されます。 

 

◆ 売上伝票を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
売上伝票が印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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8-6 集計カレンダーを参照・印刷する 
指定した月の売上や粗利をカレンダー形式で確認できます。 

 

 

「集計カレンダー」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 集計カレンダー をクリックします 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 １ヶ月の売上カレンダーを表示する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付を入力し、[Enter]キー

を押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

1 
2 

3 

4 
5 
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3 集計方法 

① 集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲で店舗別の売上が表示されます。 
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 集計カレンダーを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計カレンダーが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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8-7 客単価を参照・印刷する 
指定した日付範囲の客単価を確認できます。 

 

 

「客単価集計」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 客単価集計 をクリックします 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 客単価を表示する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

2 
3 4 

5 

1 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 集計方法 

① 集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

指定した日付範囲で店舗別の客単価が表示されます。 
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 客単価集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
客単価集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９章 

 

 

 

 

高度な集計 
レジ操作時に入力した顧客分類の売上集計や年次・ 

月次・日次・時間帯などの売上集計を行います 

 

9-1 性別ごとの売上を集計する ............................326 

9-2 ジャンルごとの売上を集計する.....................328 

9-3 天気ごとの売上を集計する ............................330 

9-4 自由数値項目１ごとの売上を集計する .......332 

9-5 自由数値項目２ごとの売上を集計する .......334 

9-6 郵便番号（住所）ごとの売上を集計する......336 

9-7 年次ごとの売上を集計する ............................338 

9-8 月次ごとの売上を集計する ............................341 

9-9 日次ごとの売上を集計する ............................343 

9-10 曜日ごとの売上を集計する ............................345 

9-11 時間帯ごとの売上を集計する........................347 

9-12 レジ別・時間帯ごとの売上を集計する.........349 
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9-1 性別ごとの売上を集計する 
性別ごとの客数や売上金額を集計し、比較・分析することができます。

（精算時の性別情報の登録が必要です。） 

 

 

「性別比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 性別比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 性別ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

精算時の性別情報の
登録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第9章 高度な集計 

327 

 

4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-2 ジャンルごとの売上を集計する 
顧客ジャンルごとの客数や売上金額を集計し、比較・分析することがで

きます。（精算時の顧客ジャンルの登録が必要です。） 

 

 

「ジャンル比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ ジャンル比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 ジャンルごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

ジャンルの設定につい
て 

第 2 章ぽす魂の基本設

定 2-4「ジャンル・処理区

分を設定する」（p.22）を参

照してください。 

1 
2 
3 

4 
5 

精算時の顧客ジャン

ルの登録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-3 天気ごとの売上を集計する 
天気ごとの客数や売上金額を集計し、比較・分析することができます。

（精算時の天気情報の登録が必要です。） 

 

 

「天気比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 天気比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 天気ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

精算時の天気情報の

登録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-4 自由数値項目１ごとの売上を集計する 
自由数値項目１ごとの件数や売上金額を集計し、比較・分析することが

できます。（精算時の数値の登録が必要です。） 

 

「自由数値項目１比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 自由数値項目１比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 自由数値項目１ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

3 表示順序 

① 件数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[件数順] 売上件数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

精算時の自由数値項

目の登録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

2 

5 

1 

3 4 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第9章 高度な集計 

334 

 

9-5 自由数値項目２ごとの売上を集計する 
自由数値項目2ごとの件数や売上金額を集計し、比較・分析することが

できます。（精算時の数値の登録が必要です。） 

 

「自由数値項目２比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 自由数値項目２比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 自由数値項目２ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

3 表示順序 

① 件数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[件数順] 売上件数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

 

精算時の自由数値項

目の登録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 
2 

5 

1 

3 4 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-6 郵便番号（住所）ごとの売上を集計する 
郵便番号（住所）ごとに客数や売上金額を集計し、比較・分析することが

できます。（精算時の顧客名の登録が必要です。） 

 

 

「郵便番号比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 郵便番号比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 郵便番号ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 表示順序 

① 客数順、売上順、粗利順から集計データの表示順序を選択します。 

[客数順] 売上客数順に集計データが表示されます。 

[売上順] 売上金額順に集計データが表示されます。 

[粗利順] 粗利益順に集計データが表示されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

精算時の顧客名の登
録について 

レジ操作編 第 2 章 精

算処理「2-4 顧客情報を

登録する」を参照してくだ

さい。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-7 年次ごとの売上を集計する 
指定した月の客数や売上金額を年次ごとに集計し、比較・分析すること

ができます。 

 

 

 

「年次比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 年次比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 年次ごとの売上を集計する 

1 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

4 集計月 

集計する月を選択します。 

 
[全月合計]を選択すると、年度合計が集計されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 
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 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-8 月次ごとの売上を集計する 
指定した年の客数や売上金額を月ごとに集計し、比較・分析することが

できます。 

 

 

「月次比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 月次比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 月次ごとの売上を集計する 

1 集計年度 

① 年指定の入力項目に集計する年度を入力します。 

 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 
 

2 
1 

3 4 

5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第9章 高度な集計 

342 

 

3 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-9 日次ごとの売上を集計する 
指定した月の客数や売上金額を日ごとに集計し、比較・分析することが

できます。 

 

 

「日次比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 日次比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 日次ごとの売上を集計する 

1 集計年度・月 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、年度と月を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

2 
1 4 

5 

3 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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3 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

4 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-10 曜日ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の客数や売上金額を曜日ごとに集計し、比較・分析す

ることができます。 

 

 

「曜日比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 曜日比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 曜日ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-11 時間帯ごとの売上を集計する 
指定した日付範囲の客数や売上金額を時間帯ごとに集計し、比較・分

析することができます。 

 

「時間帯比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞ 時間帯比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 時間帯ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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9-12 レジ別・時間帯ごとの売上を集計する 
レジごとの件数や売上金額を時間帯ごとに集計し、比較・分析すること

ができます。 

 

「レジごと時間帯比較」画面を表示する 

POSManager ＞ 集計 ＞  レジごと時間帯比較 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 レジごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付範囲を入力し、[Enter]

キーを押します。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

1 
2 
3 

4 
5 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

① 集計（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10章 

 

 

 

 

在庫管理 
在庫の入出庫や在庫数の入力および 

在庫高・数量の参照をします 

 

10-1 在庫振替伝票を登録する.............................352 

10-2 在庫振替伝票を変更・削除する..................362 

10-3 在庫搬入伝票を登録する.............................366 

10-4 在庫搬入伝票を変更・削除する..................375 

10-5 在庫搬出伝票を登録する.............................379 

10-6 在庫搬出伝票を変更・削除する..................388 

10-7 在庫伝票を登録する......................................392 
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10-9 伝票を印刷する...............................................405 

10-10 在庫伝票を参照する......................................407 

10-11 在庫の変動を参照する .................................409 

10-12 在庫高を参照する ..........................................412 

10-13 商品区分１の在庫高を参照する.................414 

10-14 商品区分２の在庫高を参照する.................416 

10-15 商品区分３の在庫高を参照する.................418 

10-16 仕入先別に在庫高を参照する....................420 
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10-1 在庫振替伝票を登録する 
店舗間での在庫の移動の際に行う｢在庫振替｣の伝票を登録します。主

に、在庫を管理する事務所側で使用します。振替先別の在庫振替、数

量入力などの作業が簡単にできます。販売画面でも、在庫振替処理を

することができます。 

 

「在庫振替伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫振替伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 
3 
4 

1 
5 
6 
7 
8 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印
刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「振替元」の入力欄に移動します。 

5 振替元 

① 振替元(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。振替元の店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

振替元の欄に、店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「振替先」の入力欄に移動します。 
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6 振替先 

① 振替先(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。振替先の店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

振替先の欄に、店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「端末」の入力欄に移動します。 

7 端末 

① 端末（F2）ボタンをクリックします。 
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② 端末リストが表示されます。端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

端末の欄に、端末名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第10章 在庫管理 

357 

 

 

 

 在庫振替する商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫振替をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 
 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③ [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

 
 

④ 在庫振替する商品の数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑥ 在庫振替する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 
② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

 

③ 在庫振替する商品の数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 在庫振替する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤までの手順を繰り返します 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
 

取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操
作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂

 

10-2 在庫振替伝票を変更・削除する 
在庫振替伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「在庫振替伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫振替伝票 をクリックします。 

 

 

 在庫振替情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 在庫振替伝票を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 在庫振替伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する明細がある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

⑤ すべての削除が終わりましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

 
 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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◆ 入力した伝票を削除する 

① 入力した伝票を削除する伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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10-3 在庫搬入伝票を登録する 
店舗間での在庫移動の際に行う「在庫搬入」の伝票を登録します。主に、

店舗での在庫管理に使用します。搬入先別の在庫搬入、数量入力など

の作業が簡単にできます。販売画面でも、在庫搬入処理をすることがで

きます。 

 

「在庫搬入伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫振替伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 
3 
4 

1 
5 
6 
7 
8 

カ

入力したデータを元に
バーコードラベルを印

刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「搬入元」の入力欄に移動します。 

5 搬入元 

① 搬入元(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。振替元の店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

搬入元の欄に、店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「搬入先」の入力欄に移動します。 
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6 搬入先 

① 店舗・端末設定で設定されている店舗名が表示されます。 

② 内容を確認し、Enterキーを押します。 

カーソルが「端末」の入力欄に移動します。 

7 端末 

① 店舗・端末設定で設定されている端末名が表示されます。 

② 内容を確認し、Enterキーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 在庫搬入する商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫搬入をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③ [Enter]キーを押します。 

 

商品の詳細が表示されます。 

 
 

④ 在庫搬入する商品の数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑥ 単価入力欄をクリックし、搬入する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 

② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

 

③ 在庫搬入する商品の数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 在庫搬入する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤までの手順を繰り返します。 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂

 

10-4 在庫搬入伝票を変更・削除する 
在庫搬入伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「在庫搬入伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫搬入伝票 をクリックします。 

 

 

 

 在庫搬入情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 

 在庫搬出伝票を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 在庫搬入伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する明細がある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 
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◆ 入力した伝票を削除する 

 

① 入力した伝票を削除する伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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10-5 在庫搬出伝票を登録する 
店舗間で在庫の移動を行う際の「在庫搬出」の伝票を登録します。主に、

在庫を店舗間で管理する際に使用します。搬出先別の在庫搬出、数量

入力などの作業が簡単にできます。販売画面でも、在庫搬出処理をする

ことができます。 

 

「在庫搬出伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫搬出伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 
3 
4 

1 
5 
6 
7 
8 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印

刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ
て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「搬出元」の入力欄に移動します。 

5 搬出元 

① 店舗・端末設定で設定されている店舗名が表示されます。 

② 内容を確認し、Enterキーを押します。 

カーソルが「搬出先」の入力欄に移動します。 

6 搬出先 

① 搬出先(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 
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搬出先の欄に、店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「端末」の入力欄に移動します。 

7 端末 

① 店舗・端末設定で設定されている端末名が表示されます。 

② 内容を確認し、Enterキーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

 

 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 在庫搬出する商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫搬出をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③ [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

 
 

④ 在庫搬出する商品の数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑥ 搬出する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 

② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

カーソルが「数量」の入力欄に移動します。 

 

③ 在庫振替をする商品の数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「単価」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 単価入力欄をクリックし、搬出する商品の単価（仕入単価）を入力します。 

 
 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤までの手順を繰り返します。 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
 

ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操
作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂

 

10-6 在庫搬出伝票を変更・削除する 
在庫搬出伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「在庫搬出伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫振替伝票 をクリックします。 

 

 

 在庫搬出情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 在庫搬出伝票を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 在庫搬出伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する明細がある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

 
 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ 削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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◆ 入力した伝票を削除する 

①  

② 入力した伝票を削除する伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

③ 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

 
 

⑤ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

ぽす魂ぽす魂

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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10-7 在庫伝票を登録する 
現在の在庫数を登録するための伝票です。在庫数の管理や店舗での棚

卸で使用します。 

 

 

「在庫伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

 

2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 

2 
3 
4 

1 

5 
6 
7 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印

刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第10章 在庫管理 

393 

 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象店舗」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方
法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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5 対象店舗 

① 店舗(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。対象店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象店舗の欄に、店舗名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象端末」の入力欄に移動します。 

6 対象端末 

① 端末（F2）ボタンをクリックします。 

 
 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第10章 在庫管理 

395 

 

② 端末リストが表示されます。対象端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象端末の欄に、端末名が表示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

7 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫振替をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③ [Enter]キーを押します。 

 

商品の詳細が表示されます。 

 
 

④ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「日付時刻」の入力欄に移動します。 

 

⑥ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 

② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

 

③ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「日付時刻」の入力欄に移動します。 

 

⑤ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤の手順を繰り返します。 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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10-8 在庫伝票を変更・削除する 
在庫伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

在庫伝票のデータ変更・伝票削除を行います。 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫伝票 をクリックします。 

 

 

 

 在庫情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 在庫伝票を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 在庫伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する明細がある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

 
 

 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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◆ 入力した伝票を削除する 

 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

ぽす魂ぽす魂

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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10-9 伝票を印刷する 
ぽす?"に登録されている伝票の印刷を行います。 

 

 

印刷する伝票を表示する 

① POSManagerの伝票画面を表示し、印刷する伝票のボタンをクリックします。 

 
 

② 1ページ目の伝票が表示されます。 

最前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、最後(Alt＋→)のボタンをクリック

有限会社アクリート

して印刷する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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 伝票を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
伝票の内容が印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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10-10 在庫伝票を参照する 
在庫伝票を１件ずつ表示します。締め処理の完了した在庫伝票は、この

画面で参照することができます。 

 

 

「在庫伝票参照」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫伝票参照 をクリックします。 

 

 

 

 項目を入力する 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する店舗を選択します。 

 
 

② 端末（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する端末を選択します。 

 
 

③ 表示する過去の締め数回分を入力します。 
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④ [Enter]キーを押します。 

締め番号（日付）一覧が表示されます。 

 
 

⑤ 表示する締め番号（時刻時刻～終了時刻）を選択し、表示（F9）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

⑥ 在庫伝票が表示されます。 前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 

後(Alt＋→)のボタンをクリックすると、伝票を確認することができます。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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10-11 在庫の変動を参照する 
在庫の動きを参照することができます。在庫が合わないときや、分から

ないときに調べることができます。 

 

「在庫変動参照」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 在庫変動参照 をクリックします。 

 
 

 

 在庫変動を参照する商品コードを入力する 

 

◆ 商品検索を使って商品コードを入力する 

① 商品コード欄の検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索の画面が表示されます。参照する商品を選択し、選択（F2）ボタンをクリッ

クします。 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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商品コード欄に、該当する商品のコードが表示されます。 

 
 

◆ バーコードをスキャンして商品コードを入力する 

① 商品コード欄にカーソルを合わせ、商品のバーコードをバーコードスキャナーでス

キャンします。 

 
商品コード欄に、該当する商品のコードが表示されます。 

 

 

 

 在庫変動を参照する 

 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 
 

② 実行(F9)ボタンをクリックします。 
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集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 

集計データ・元帳の

CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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10-12 在庫高を参照する 
現在の在庫を商品ごとに参照できます。 

 

 

「在庫高」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 在庫高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品の在庫高を表示する 

1 日付・時刻 

① 日付・時刻を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 受託・買取 

① 在庫高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

受託・買取の設定につ

いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 

3 
1 
2 

4 
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4 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

すべての商品の在庫数と在庫高が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 

集計データ・元帳の
CSV 出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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10-13 商品区分１の在庫高を参照する 
現在の在庫を商品区分１で分類した商品ごとに参照できます。 

 

 

「在庫高（商品区分１）」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 在庫高（商品区分１） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 区分別の商品の在庫高を参照する 

1 日付 

① 日付を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 商品区分 

① 商品区分１（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

1 
2 4 

3 
5 
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4 受託・買取 

① 在庫高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

5 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した区分に登録されている商品ごとの在庫数と在庫高が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

 

受託・買取の設定につ
いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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10-14 商品区分２の在庫高を参照する 
現在の在庫を商品区分２で分類した商品ごとに参照できます。 

 

 

「在庫高（商品区分２）」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 在庫高（商品区分２） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 区分別の商品の在庫高を確認する 

1 日付 

① 日付を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 受託・買取 

① 在庫高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

 

受託・買取の設定につ
いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 

1 
2 4 

3 
5 
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4 商品区分 

① 商品区分２（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

5 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した区分の商品ごとの在庫数と在庫高が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 
 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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10-15 商品区分３の在庫高を参照する 
現在の在庫を商品区分３で分類した商品ごとに参照できます。 

 

 

「在庫高（商品区分３）」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 在庫高（商品区分３） をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 区分別の商品の在庫高を表示する 

1 日付 

① 日付を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

3 受託・買取 

① 在庫高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の売上高が表示されます。 

 

受託・買取の設定につ

いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 

1 
2 4 

3 
5 
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4 商品区分 

① 商品区分３（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する区分を選択します。 

 

5 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した区分の商品ごとの在庫数と在庫高が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 
 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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10-16 仕入先別に在庫高を参照する 
現在の在庫高を仕入先別に参照できます。 

 

 

「仕入先別在庫高」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 仕入先別売上高 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 仕入先別の在庫高を参照する 

1 日付 

① 日付を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 仕入先 

① 仕入先（F4）項目の▼ボタンをクリックし、仕入先を選択します。 

 

1 
2 3 

4 
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3 受託・買取 

① 在庫高の表示方法を選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の在庫高が表示されます。 

4 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
選択した仕入先別の在庫数と在庫高が表示されます。 

 
 

 

 

 集計データを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

 

受託・買取の設定につ

いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 

伝票・元帳・集計デー
タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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第11章 

 

 

 

 

棚卸処理 
棚卸在庫の入力および棚卸在庫データを参照します 

 

 

11-1 棚卸のチェックリストを印刷する .................424 

11-2 棚卸伝票を登録する......................................427 

11-3 棚卸伝票を変更・削除する...........................436 

11-4 棚卸差異伝票を登録する.............................440 

11-5 棚卸差異伝票を変更・削除する..................444 

11-6 棚卸の締め処理をする..................................447 

11-7 初期棚卸情報を登録する.............................448 

11-8 初期棚卸情報を変更・削除する..................457 

11-9 棚卸伝票を参照する......................................461 

11-10 棚卸差異伝票を参照する.............................463 

11-11 店舗別・商品ごとに棚卸情報を参照する......465 

11-12 店舗・区分ごとに棚卸情報を参照する......467 
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11-1 棚卸のチェックリストを印刷する 
棚卸をするための一覧表を作成し、印刷することができます。 

 

 

「棚卸チェックリスト」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸チェックリスト をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 棚卸のチェックリストを作成する 

1 論理在庫の印刷方式 

① 論理在庫の印刷方式を選択します。 

[論理在庫0を印刷しない] 在庫数が0となっている商品を表示しません。

[論理在庫0を印刷する] 在庫数が0となっている商品を表示します。 

2 論理在庫の計算方法 

① 論理在庫の計算方法を選択します。 

[商品マスターより] 全店舗の商品の論理在庫数を表示します。 

[前棚卸し＋在庫変動より] 指定した店舗の前回棚卸から在庫変更があっ

た商品の論理在庫数を表示します。 

 

論理在庫とは 

論理在庫とは、ぽす魂

で在庫の動きを記録し、算

出された、「あるべき在庫

数」のことをいいます。 

1 
3 

2 
4 

5 6 
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3 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 
 

※ 論理在庫の計算方法を[商品マスターより]に選択した場合は、店舗の選択はでき

ません。 

4 商品区分 

① 区分１（F4）項目の▼ボタンをクリックし、印刷する区分を選択します。 

 

5 リスト表示 

①  リスト集計（F4）ボタンをクリックします。 
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設定された条件の商品リストが表示されます。 

 

6 論理算出 

① 論理算出（F5）ボタンをクリックします。 

 
 

表示された商品リストの項目に、論理在庫数が表示されます。 

 
 

 

 

 棚卸チェックリストを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計データが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第11章 棚卸処理 

427 

 

11-2 棚卸伝票を登録する 
棚卸で確認した実際の在庫数を入力します。 

 

 

「棚卸伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 

2 
3 
4 

1 

5 
6 
7 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印

刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象店舗」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方
法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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5 対象店舗 

① 店舗(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。対象店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象店舗の欄に、店舗名が表示されます。 

 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象端末」の入力欄に移動します。 
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6 対象端末 

① 端末（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 端末リストが表示されます。対象端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象端末の欄に、端末名が表示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

7 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 棚卸をする商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫振替をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③  [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

 

 
 

④ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

 

⑥ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 

 

② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

 

③ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

 

⑤ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤までの手順を繰り返します。 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
 

ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第11章 棚卸処理 

435 

 

 

 

 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はい(Y)ボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂

 

11-3 棚卸伝票を変更・削除する 
棚卸伝票のデータ変更または伝票の削除を行います。 

 

 

「棚卸伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸伝票 をクリックします。 

 

 

 

 棚卸情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 棚卸伝票を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 棚卸伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する明細がある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

 
 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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◆ 入力した伝票を削除する 

①  

② 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

③ 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

④ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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11-4 棚卸差異伝票を登録する 
ぽす魂での在庫数と実際の在庫数を集計し、棚卸在庫の差異を確認す

ることができます。 

 

「棚卸差異伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸差異伝票 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 

2 
3 
4 

1 
5 
6 
7 
8 
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担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象店舗」の入力欄に移動します。 

5 原価 

ぽす魂の棚卸の仕入原価の算出方法は、 終仕入原価法を採用しています。 

常に商品台帳の仕入価格（ 終価格）を読み取り、在庫の原価の表示を行います。 

6 対象店舗 

① 店舗(F2)ボタンをクリックします。 

 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方
法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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② 店舗リストが表示されます。対象店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象店舗の入力欄に、店舗名が表示されます。 

 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「受託・買取」の設定欄に移動します。 

7 受託・買取 

① 集計する商品を受託商品化買取商品かを選択します。 

[受託] 受託に設定されている商品の売上高が表示されます。 

[買取] 買取に設定されている商品の売上高が表示されます。 

8 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 

受託・買取の設定につ
いて 

第 3 章台帳管理 3-23

「商品情報を登録する」

（p.137）を参照してくださ

い。 
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 棚卸差異を集計する 

① 集計（F5）ボタンをクリックします。 

 
 

処理件数の実行状態が画面に表示されます。（棚卸した商品点数によって、時間がか

かる場合もあります。） 

 

処理が終わると、画面に棚卸差異の結果が表示されます。 

 
 

 

 

 入力・集計した内容を登録する 

① 登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

棚卸の実数を変更する場合は、11-5「棚卸差異伝票を変更・削除する」（p.444）を参照

してください。 
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11-5 棚卸差異伝票を変更・削除する 
棚卸差異伝票のデータ変更及び削除を行います。 

 

 

「棚卸差異伝票」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸差異伝票 をクリックします。 

 

 

 

 棚卸差異情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 棚卸伝票で数量を変更した商品名をクリックします。 
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③ 行再集計（F6）ボタンをクリックします。 

 
棚卸差異の項目が再計算されます。 

 

④ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

⑤ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

 

⑥ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～⑤の手順を繰り返します。 

⑦ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂
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 棚卸差異伝票を削除する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

ぽす魂ぽす魂

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 
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11-6 棚卸の締め処理をする 
月末棚卸の締め処理（終了作業）を行います。 

 

 

「棚卸締め処理」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸締め処理 をクリックします。 

 

 

 

 棚卸の締め処理を実行する 

① 「棚卸締め処理をしますか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

棚卸の締め処理が実行されます。 

 

 

ぽす魂ぽす魂

※ 棚卸締め処理を行わずに翌月の棚卸データを入力すると、前月の棚卸数量・棚

卸金額と合算され、正しいデータが集計されなくなります。 

＜棚卸締め処理が正しく行われているか確認するには＞ 

「棚卸締め処理」を実行した後に、棚卸伝票、棚卸差異伝票を開き、当月のデータが

表示されるか確認します。当月の棚卸データが表示されない場合は、棚卸締め処理

が完了しています。データが表示される場合は、再度棚卸締め処理を行ってください。 
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11-7 初期棚卸情報を登録する 
初期棚卸で確認した実際の在庫数を入力します。 

 

 

「初期在庫登録」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 初期在庫登録 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 伝票の項目を入力する 

1 新規登録 

① 新規（F10）ボタンをクリックします。 

2 担当者 

① 担当者（F2）ボタンをクリックします。 

 

2 
3 
4 

1 

5 
6 
7 

入力したデータを元に

バーコードラベルを印
刷するには？ 

第 13 章 便利な機能 

13-9「バーコードラベルを

印刷する」（p.523）を参照

してください。 
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② 従業員リストが表示されます。担当者を選択し、選択（F2）ボタンをクリックます。 

 
 

担当者欄に担当者名が表示されます。 

 
 

③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「伝票日付」の入力欄に移動します。 

3 伝票日付 

① 伝票日付を入力します。 

 
何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「時刻」の入力欄に移動します。 

4 時刻 

① 時刻を入力します。 

 
 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行時の時刻が自動的に入力されます。 

② 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象店舗」の入力欄に移動します。 

カレンダー機能を使っ

て日付を入力する方

法もあります。 

第 13 章 便利な機能 

13-2「日付入力（カレンダ

ー）サポート機能」（p.500）

を参照してください。 
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5 対象店舗 

① 店舗(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

② 店舗リストが表示されます。対象店舗を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象店舗の欄に、店舗名が表示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「対象端末」の入力欄に移動します。 
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6 対象端末 

① 端末（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 端末リストが表示されます。対象端末を選択し、選択（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

対象端末の欄に、端末名が表示されます。 

 
③ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

カーソルが「摘要」の入力欄に移動します。 

7 摘要 

① 摘要を入力します。（未入力でも可） 

 
 

② 内容を確認し、[Enter]キーを２回押します。 

カーソルが「商品コード」の入力欄に移動します。 
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 棚卸をする商品の詳細を入力する 

 

◆ 商品検索を使って入力する 

① 検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

② 商品検索画面が表示されます。在庫振替をする商品を選択し、選択（F2）ボタンを

クリックします。 

 
 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

商品検索画面につい

て 

商品の検索は、50 音検

索、商品区分 1 検索、略

称・バーコード上段検索、

商品名検索の４種類の方

法があります。画面の操

作方法は、第 13 章 便利

な機能 13-7「商品検索」

（p.516）を参照してくださ

い。 
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③  [Enter]キーを押します。 

商品の詳細が表示されます。 

 

 
 

④ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

⑤ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

 

⑥ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑦ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑥までの手順を繰り返します。 
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◆ 商品のバーコードをスキャンして入力する 

① 商品コード入力欄にカーソルを合わせます。 

 

 

② 商品のバーコードをバーコードスキャナーでスキャンし、[Enter]キーを押します。 

 
商品の詳細が表示されます。 

 

③ 商品の実棚数量を入力します。 

 
 

④ 内容を確認し、[Enter]キーを押します。 

 

⑤ 実行時の日付時刻が自動的に表示されています。変更せずに、[Enter]キーを押し

ます。 

 

⑥ 別の商品を登録する場合は、[Enter]キーを数回押すと、次行が表示されるので、

次行の商品コード入力欄をクリックし、①～⑤までの手順を繰り返します。 
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◆ ハンディターミナルを使って入力する 

① ハンディ取込(F6)ボタンをクリックします。 

 
 

② ハンディ・データ取込画面が表示されます。ハンディターミナルが送受信できる状態

にし、受信（F10）ボタンをクリックします。 

 
取り込み中の状態が表示されます。 

 

③ 「受信完了」というメッセージが表示されたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 
 

ハンディターミナルに取り込んだ商品の詳細と入力した数量が表示されます。 

 

④ 数量を確認し、変更があれば入力します。 

 

ハンディターミナルの操

作方法について 

ハンディターミナルはメーカ

ーやまた型番によって、操作

方法が異なります。データの

取り込み方法、送受信の方法

はハンディターミナルに添付

されているマニュアルを参照

してください。 
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 入力した内容を登録する 

① 内容を確認し、登録（F8）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「伝票登録します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
入力した内容が登録されます。 

 

ぽす魂ぽす魂

登録後の伝票の CSV

出力について 

第 13 章 便利な機能 

13-8「集計・帳票画面から

CSV データを出力する」

（p.522）を参照してくださ

い。 
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④ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
変更した内容に更新されます。 

ぽす魂ぽす魂

 

11-8 初期棚卸情報を変更・削除する 
初期棚卸情報のデータ変更または伝票の削除を行います。 

 

 

「初期在庫登録」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 初期在庫登録 をクリックします。 

 

 

 初期棚卸情報を変更する 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

してデータ変更する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 変更する項目の入力欄をクリックし、変更内容を入力します。 

 

③ 内容を確認し、更新（F9）ボタンをクリックします。 
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⑤ 引き続き、別の伝票を変更する場合は、①～④の手順を繰り返します。 

⑥ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

 

 

 初期棚卸情報を削除する 

 

◆ 入力した商品を削除する 

① 初期在庫登録を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 前(Alt＋←)、前伝

(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリックして削除する明細が

ある伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 今参照している伝票から一つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 今参照している伝票から一つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 削除する明細を選択します。 

 
 

③ 行削除(F3)ボタンをクリックします。 
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④ 「行削除します、よろしいですか」というメッセージ画面が表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
選択した商品が削除されます。 

 

 
 

⑥ 「伝票更新します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

 
 

削除した内容が更新されます。 

 

⑦ 削除が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

ぽす魂ぽす魂

 
 

⑤ すべての削除が完了しましたら更新（F9）ボタンをクリックします。 
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◆ 入力した伝票を削除する 

 

① 伝票を開くと、1ページ目の伝票が表示されます。 

前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

して削除する伝票を表示します。 

 
 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 

 

② 内容を確認し、伝票削除（F4）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 「伝票削除します、よろしいですか」というメッセージが表示されるので、 

はいボタンをクリックします。 

※ 伝票削除をすると、データベースからデータの内容がすべて削除されます。削除

 

 
 

伝票が削除され、伝票番号の欄に「削除」と表示されます。 

 

 
 

④ 引き続き、別の伝票を削除する場合は、①～③の手順を繰り返します。 

⑤ 処理が終わったら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

ぽす魂ぽす魂

の作業の取り消しはできないので、伝票内容を確認のうえ削除してください。 
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11-9 棚卸伝票を参照する 
棚卸伝票を１件ずつ表示します。締め処理の完了した棚卸伝票は、この

画面で参照することができます。 

 

 

「棚卸伝票参照」画面を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸伝票参照 をクリックします。 

 

 

 

 棚卸伝票を参照する 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する店舗を選択します。 

 
 

② 端末（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する端末を選択します。 

 
 

③ 表示する過去の締め数回分を入力します。 

 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第11章 棚卸処理 

462 

 

④ [Enter]キーを押します。 

締め番号（日付）一覧が表示されます。 

 
 

⑤ 表示する締め番号（時刻時刻～終了時刻）を選択し、表示（F9）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

該当する締め番号の伝票が表示されます。 

 
 

⑥ 前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

すると、伝票を確認することができます。 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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11-10 棚卸差異伝票を参照する 
棚卸差異伝票を1件ずつ表示します。締め処理の完了した棚卸差異伝

票はこの画面で参照することができます。 

 

 

締め処理の完了した棚卸差異伝票を表示する 

POSManager ＞ 伝票 ＞ 棚卸差異伝票参照 をクリックします。 

 

 

 

 棚卸差異伝票を参照に必要な項目を入力する 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する店舗を選択します。 

 
 

② 端末（F4）項目の▼ボタンをクリックし、参照する端末を選択します。 

 
 

③ 表示する過去の締め数回分を入力します。 
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④ [Enter]キーを押します。 

締め番号（日付）一覧が表示されます。 

 
 

⑤ 表示する締め番号（時刻時刻～終了時刻）を選択し、表示（F9）ボタンをクリックしま

す。 

 
 

該当する締め番号の伝票が表示されます。 

 
 

⑥ 前(Alt＋←)、前伝(Ctrl＋←)、次伝(Ctrl＋→)、 後(Alt＋→)のボタンをクリック

すると、伝票を確認する事ができます。 

[ 前（Ａｌｔ＋←）] 参照した日付の 初の伝票を表示します。 

[前伝（Ctrl＋←）] 現在参照している伝票から１つ前の伝票を表示します。 

[次伝（Ctrl＋→）] 現在参照している伝票から１つ先の伝票を表示します。 

[ 後（Ａｌｔ＋→）] 参照した日付の 後の伝票を表示します。 
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11-11 店舗別・商品ごとに棚卸情報を参照する 
棚卸伝票に登録した商品別・店舗別の数量・金額詳細を一覧で参照す

ることができます。 

 

 

「棚卸表」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 棚卸表 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品ごとの棚卸情報を参照する 

1 棚卸日 

① 棚卸日の項目の▼ボタンをクリックし、集計する棚卸日を選択します。 

 

2 区分 

① 参照する区分を選択します。 

 
 

3 1 2 
4 
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3 商品区分 

① 商品区分の項目の▼ボタンをクリックし、参照する商品区分を選択します。 

 

4 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した区分の商品ごとの棚卸情報が表示されます。 

 
 

 

 

 

 棚卸表を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計したデータが印刷されます。 

 

※ 用紙サイズはA3です。ご注意ください。 

 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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11-12 店舗・区分ごとに棚卸情報を参照する 
棚卸伝票に登録した部門別・店舗別の実棚金額詳細を一覧で参照する

ことができます。 

 

 

「棚卸集計表」画面を表示する 

POSManager ＞ 帳票 ＞ 棚卸集計表 をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品区分ごとの棚卸情報を確認する 

1 棚卸日 

① 棚卸日の項目の▼ボタンをクリックし、集計する棚卸日を選択します。 

 

2 区分 

① 参照する区分を選択します。 

2 1 
3 
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3 実行 

① 実行（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した区分の商品ごと棚卸詳細が表示されます。 

 
 

 

 

 

 棚卸集計表を印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

集計したデータが印刷されます。 

 

※ 用紙サイズはA3です。ご注意ください。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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宛名リスト作成・ＤＭ発行 
顧客志向・動向を確認し、目的に合った 

ＤＭ宛名リストを作成します 

 

12-1 定例ＤＭの名称を設定する..........................470 

12-2 条件を指定してＤＭを発行する...................471 

12-3 顧客ランクを集計してＤＭを発行する........475 
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12-10 ラベル印刷をする...........................................494 
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12-1 定例ＤＭの名称を設定する 
定例で発行するＤＭの名称を設定します。顧客台帳の「定例ＤＭチェッ

ク」の項目で登録しておくと、ＤＭごとの宛名リストを簡単に作成すること

ができます。登録することにより条件を指定してDMを発行することが可

能になります。 

 

「定例ＤＭ設定」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 定例ＤＭ名称設定 をクリックします。 

 

 

 

 定例ＤＭの名称を入力する 

① 各項目に名称を入力します。 

＜入力例＞ 

 
 

② 内容を確認し、適用（Enter）ボタンをクリックします。 

入力した定例ＤＭの名称が設定されます。 
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12-2 条件を指定してＤＭを発行する 
顧客台帳に登録されている顧客情報を、生年月日・主要商品区分・定例

ＤＭの各条件別で絞り込み、宛名リストを作成することができます。特定

の顧客にＤＭを発行することができます。 

 

「定例ＤＭ宛名作成」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 定例ＤＭ をクリックします。 

 

 

 

 条件別に宛名リストを作成する 

 

◆ 生年月日別に宛名リストを作成する 

① 「生年月日で絞込み」を選択し、年、月、日の欄に入力します。 

 
 

＜入力例＞ 

10月生まれの方にＤＭを送る場合 
月の項目に「１０」と入力します。 
 
1980年生まれの方にＤＭを送る場合 
年の項目に「１９８０」と入力します。 

 

② リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

選択した生年月日に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 
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◆ 主要商品区分１別に宛名リストを作成する 

① 「主要商品区分１で絞込み」を選択します。 

 

② ▼ボタンをクリックし、表示されたリストから区分を選択します。 

 

③ リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

◆ 主要商品区分２別に宛名リストを作成する 

① 「主要商品区分２で絞込み」を選択します。 

 

② ▼ボタンをクリックし、表示されたリストから区分を選択します。 

 
 

③ リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 
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◆ 主要商品区分３別に宛名リストを作成する 

① 「主要商品区分３で絞込み」を選択します。 

 

② ▼ボタンをクリックし、表示されたリストから区分を選択します。 

 
 

③ リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

◆ 定例ＤＭ項目別に宛名リストを作成する 

① 「ＤＭ１で絞込み」～「ＤＭ6で絞込み」から、リスト作成する項目を選択します。 

 
 

② リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 
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◆ すべての顧客の宛名リストを作成する 

① 「全ての顧客に」をクリックします。 

 
 

② リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

登録済みの全ての顧客のＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-3 顧客ランクを集計してＤＭを発行する 
顧客ランクを集計し、リストを作成することができます。上得意客向けに

ＤＭを発行することができます。 

 

 

「顧客ランク」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 顧客ランク をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 顧客ランクを集計して宛名リストを作成する 

1 日付範囲 

① 集計する日付範囲を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

4 1 
5 

2 3 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 リスト作成 

① リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

顧客ランク順に顧客リストが作成されます。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-4 住所別にランクを集計してＤＭを発行する 
郵便番号（住所）に該当する顧客を絞り込み、ＤＭ発行することができま

す。 

 

 

「郵便番号ランク」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 郵便番号ランク をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 郵便番号（住所）別にランク集計する 

1 日付範囲 

① 集計する日付範囲を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

 

4 1 
5 

2 3 
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4 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 

 

5 集計 

 
 

集計データが表示されます。 

 
 

 

 

 集計したデータを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計したデータが印刷されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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 宛名リストを作成する 

① リスト作成（F6）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-5 来店していない顧客にＤＭを発行する 
基準日を入力し、その日付以降来店していない顧客を絞り込み、ＤＭ宛

名作成ができます。 

 

 

「非来店客の絞り込み」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 非来店客 クリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 非来店客の宛名リストを作成する 

1 日付 

① 実行日の日付が自動表示されます。変更する場合は、日付を入力し、[Enter]キー

を押します。 

2 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、店舗を選択します。 

 

2 1 
3 
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3 リスト作成  

① リスト作成(F9)ボタンをクリックします。 

 
 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-6 商品別・顧客ランクを集計してＤＭを発行する 
特定の商品を購入した顧客を集計し、ＤＭ宛名作成ができます。 

 

 

「商品別顧客ランクの集計」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 商品別顧客ランク をクリックします。 

 
 

上記各番号の項目について、以下に説明します。 

 

 

 

 商品別に顧客ごとの売上を集計する 

1 日付範囲 

① 集計する日付範囲を入力します。 

何も入力せずに[Enter]キーを押すと、実行日の日付が自動的に入力されます。 

2 集計方法 

① 売上、粗利から集計方法を選択します。 

[売上] 売上金額が集計されます。 

[粗利] 粗利金額が集計されます。 

 

4 1 
2 3 5 
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3 税区分 

① 税込、税抜から金額の表示方法を選択します。 

[税込] 金額が税込額で表示されます。 

[税抜] 金額が税抜額で表示されます。 

4 商品 

① 商品(F4)項目の▼ボタンをクリックし、集計する商品を選択します。 

 

5 店舗 

① 店舗（F4）項目の▼ボタンをクリックし、集計する店舗を選択します。 
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 宛名リストを作成する 

① リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した条件に該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-7 ポイントランクを集計してＤＭを発行する 
顧客別にポイント高を確認し、ＤＭ宛名作成ができます。ポイントカード

を使用している環境で使用できます。 

 

 

「ポイントランクの集計」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ ポイントランク をクリックします。 

 

 

 

 ポイントランクを集計する 

① 集計（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

顧客別の現在ポイントデータが集計されます。 
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 集計したデータを印刷する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
集計したデータが印刷されます。 

 

 

 

 宛名リストを作成する 

① リスト作成（F9）ボタンをクリックします。 

 
 

設定した該当するＤＭ宛名リストが作成されます。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する
場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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12-8 顧客を選択してＤＭを発行する 
全顧客リストから顧客を絞り込んでＤＭ宛名作成ができます。 

 

 

「ＤＭ宛名リスト」画面を表示する 

POSManager ＞ ＤＭ宛名作成 ＞ 自由選択 をクリックします。 

 

 

 

 宛名リストを作成する 

① 顧客検索(F10)ボタンをクリックします。 

 
 

② 顧客検索画面が表示されます。顧客名をクリックし、選択（F2）ボタンをクリックしま

す。 

 
DMリストに顧客名が表示されます。 
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③ 続けて顧客を選択する場合は、②の手順を繰り返します。 

④ 顧客の選択が終わりましたら、閉じる（ESC）ボタンをクリックします。 

DM顧客リストの画面に戻ります。 

 
 

 

 

 宛名を印刷する 

12-9「はがき印刷をする」（p.489）、12-10「ラベル印刷をする」（p.494）を参照してくださ

い。 
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12-9 はがき印刷をする 
作成したリストをもとに、はがき印刷を行います。 

 

 

 

 ＤＭリストからはがき印刷する顧客を選択する 

① ＤＭ宛名リストの画面を表示します。 

 
 

② はがき印刷する顧客のチェックマークを入れます。 

 
 

すべて選択（F2）ボタンをクリックすると、リストにあるすべての顧客の宛名を印刷する

ことできます。 

 

 

 

 はがき印刷画面を起動する 

① はがき（F6）ボタンをクリックします。 

 
はがき印刷の画面が表示されます。 
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はがき印刷の設定をする 

1
2

3

5

4
有限会社アクリート

有
限
会
社
ア
ク
リ
ー
ト

 
 

 

① 宛先のフォントを設定します。 

 
 

② 宛先名のフォントを設定します。 

 

6 

7 
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③ 差出人のフォントを設定します。 

 
 

④ 差出人の郵便番号を入力します。 

 
 

⑤ 差出人項目に必要なデータを入力します。 

 
 

⑥ はがきの印刷位置調整をします。 

 
上下左右に対し何mm移動するか数値で入力します。 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第12章 宛名リスト作成 ＤＭ発行 

492 

 

⑦ はがきの種類を選択します。 

 
 

[年賀はがき] 年賀はがきのフォーマットにセットされます。 

 

 

⑧ 設定した内容は、選択した顧客のすべてに適用されます。 

 
 

有限会社アクリート
有
限
会
社
ア
ク
リ
ー
ト

[官製はがき] 官製はがきのフォーマットにセットされます。 
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 はがき印刷を実行する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客のはがき印刷が行われます。 

 

※ すべてのはがき（宛名）印刷が終了するまで、他の画面を起動させないでくださ

い。 

 

 

 

 設定した内容を登録する 

① 設定保存（F10）ボタンをクリックします。 

 
設定した内容が保存されます。 

伝票・元帳・集計デー

タを初めて印刷する

場合は 

ぽす魂の導入後、伝票・

元帳・集計の各データを

初めて印刷する時は、そ

れぞれの画面で使用する

プリンターを設定する必

要があります。 

●プリンターの選択方法 

1. 各画面の[プリンター

選択]ボタンをクリック

します。 

2. プリンター選択の画面

が表示されます。プリ

ンターの一覧から使用

するプリンターを選択

し、[適用]ボタンをクリ

ックします。 
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12-10 ラベル印刷をする 
抽出したリストを元に、宛名ラベル印刷を行います。 

 

 

 

 ＤＭリストからラベル印刷する顧客を選択する 

① ＤＭ宛名リストの画面を表示します。 

 
 

② はがき印刷する顧客のチェックマークを入れます。 

 
 

すべて選択（F2）ボタンをクリックすると、リストにあるすべての顧客の宛名を印刷する

ことできます。 

 

 

 

 ラベル印刷する書式を選択する 

① ラベル（F7）ボタンをクリックします。 
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② ラベル印刷の画面が表示されます。ラベル印刷するラベルシートの選択をします。 

 
 

 

 

 ラベル印刷を実行する 

① 印刷（F12）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した顧客のラベル印刷が行われます。 

 

※ すべてのラベル（宛名）印刷が終了するまで、他の画面を起動させないでくださ

い。 
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第13章 

 

 

 

 

便利な機能 
住所や日付、商品コードの簡単な入力や登録済み 

データの検索などの便利な機能を紹介します 

 

13-1 住所入力サポート機能..................................498 

13-2 日付入力（カレンダー）サポート機能 .........500 

13-3 商品コード入力サポート機能.......................501 

13-4 従業員検索.......................................................504 

13-5 仕入先検索.......................................................508 

13-6 顧客検索...........................................................512 

13-7 商品検索...........................................................516 

13-8 集計・帳票画面から CSV データを出力する ....522 

13-9 バーコードラベルを印刷する.......................523 
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13-1 住所入力サポート機能 
郵便番号、都道府県、市区町村、町域の４種類の条件で住所を検索し、

簡単に入力することができます。 

 
 

① 「郵便番号」の入力欄が空白の状態で、郵便番号（F2）ボタンをクリックします。 

 
 

② 「住所検索」の画面が表示されるので、検索方法を選択します。 

 
 

＜住所検索方法＞ 
 

[郵便番号で検索] 検索を行う郵便番号（一部でも可）を入力し、該当す

る住所を表示します。 

[都道府県で検索] 検索を行う都道府県名（一部でも可）を入力し、該当

する住所を表示します。 

[市区町村で検索] 検索を行う市区町村名（一部でも可）を入力し、該当

する住所を表示します。 

[町域で検索] 検索を行う町域名（一部でも可）を入力し、該当する

住所を表示します。 
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③ 検索キーワードを入力し、検索(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

検索方法に該当する住所データが表示されます。 

 
 

④ 表示された住所データ一覧から該当する住所をクリックし、選択（F2）ボタンをクリッ

クします。 

 
 

住所入力欄に該当する住所が表示されます。 
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13-2 日付入力（カレンダー）サポート機能 
カレンダー機能を使って台帳や伝票の登録日、入会日、入社日などを簡

単に入力することができます。 

 
 

① カーソルを日付入力欄にあわせると登録日(F2)、入社日（F2）、伝票日付（F2）ボタ

ンが表示されるので、クリックします。 

※表示されるボタンの名称は、各画面によって異なります。 

 

＜画面例＞ 

 
 

 
 

② カレンダー画面が表示されるので、該当する日付を選択し、選択（F2）ボタンをクリ

ックします。 

 
 

選択した日付が、「入社日」の入力欄に表示されます。 
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13-3 商品コード入力サポート機能 
50音、商品区分１、略称・バーコード上段、商品名の４種類の条件で商

品を検索し、商品コードを入力することができます。 

 

 
 

 商品検索画面を表示する 

① 商品コード入力欄に表示される商品検索（F1）ボタンをクリックします。 

＜画面例＞ 

 
 

商品検索画面（50音検索画面）が表示されます。 

 
 

※ 初は50音検索画面が表示されています。区分（F7）ボタンをクリックすると、「商品
区分１検索 ⇒ 略称・バーコード上段 ⇒商品名 ⇒ 50音検索 ⇒商品区分１検索 
⇒ ……」の順に検索条件が切り替わります。 
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 商品コードを入力する 

 

◆ 50音検索を使って入力する 

① 検索する商品名の頭文字に該当する画面上部のボタンをクリックします。 

 
 

② 該当する行の商品名一覧が表示されます。入力する商品を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

◆ 商品区分1検索を使って入力する 

① 検索する商品の区分を選択します。 

 
 

② 該当する区分の商品名一覧が表示されます。入力する商品を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 
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◆ 略称・バーコード検索を使って入力する 

① 検索する商品名を入力します。（商品名の一部を入力しても検索できます） 

 
 

② テキスト検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 該当する区分の商品名一覧が表示されます。入力する商品を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

◆ 商品名検索を使って入力する 

① 検索する商品名を入力します。（商品名の一部を入力しても検索できます） 

 
 

② テキスト検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

 

③ 該当する区分の商品名一覧が表示されます。入力する商品を選択し、 

選択（F2）ボタンをクリックします。 

 

商品コード入力欄に、選択した商品コードが表示されます。 

 

 



COMPACT POS SYSTEM 
ぽす魂［POSManager編］－ 第13章 便利な機能 

504 

 

13-4 従業員検索 
50音、従業員区分、電話番号、従業員名の４種類の条件で従業員名を

検索し、従業員データを表示することができます。 

 

※ 区分（F7）ボタンをクリックすると、「50音検索 ⇒ 従業員区分検索 ⇒ 電話番号検
索 ⇒ 従業員名検索 ⇒ 50音検索 ⇒ ……」の順に検索条件が切り替わります。 

 

◆ 50音で検索する 

① 検索行のボタンをクリックします。 

 
該当する従業員名が表示されます。 

 

②  従業員名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

従業員台帳に選択した従業員データが表示されます。 
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◆ 従業員区分で検索する 

① [↑][↓]キーで従業員区分を選択します。 

 
該当する従業員名が表示されます。 

 

② 従業員名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
従業員台帳に選択した従業員データが表示されます。
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◆ 電話番号で検索する 

① 電話番号を入力し、テキスト検索(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

該当する従業員名が表示されます。 

 

② 従業員名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

従業員台帳に選択した従業員データが表示されます。 
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◆ 従業員名で検索する 

① 従業員先名を入力し、テキスト検索(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

該当する従業員名が表示されます。 

 

② 従業員名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

従業員台帳に選択した従業員データが表示されます。 
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13-5 仕入先検索 
50音、仕入先区分、電話番号、仕入先名の４種類の条件で仕入先名を

検索し、仕入先データを表示することができます。 

 

※ 区分（F7）ボタンをクリックすると、「50音検索 ⇒ 仕入先区分検索 ⇒ 電話番号検
索 ⇒ 仕入先名検索 ⇒ 50音検索 ⇒ ……」の順に検索条件が切り替わります。 

 

◆ 50音で検索する 

① 検索行のボタンをクリックします。 

 
該当する仕入先名が表示されます。 

 

② 仕入先名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先台帳に選択した仕入先データが表示されます。 
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◆ 仕入先区分で検索する 

① [↑][↓]キーで検索する仕入先区分を選択します。 

 
該当する仕入先名が表示されます。 

 

② 仕入先名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先台帳に選択した仕入先データが表示されます。 
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◆ 電話番号で検索する 

① 電話番号を入力し、テキスト検索(F1)をクリックします。 

 
 

該当する仕入先名が表示されます。 

 

② 仕入先名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先台帳に選択した仕入先データが表示されます。 
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◆ 仕入先名で検索する 

① 仕入先名名を入力し、テキスト検索(F1)ボタンをクリックします。 

 
 

該当する仕入先名が表示されます。 

 

② 仕入先名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

仕入先台帳に選択した仕入先データが表示されます。 
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13-6 顧客検索 
50音、顧客区分、電話番号、顧客名の４種類の条件で顧客名を検索し、

顧客データを表示することができます。 

 

※ 区分（F7）ボタンをクリックすると、「50音検索 ⇒ 顧客区分検索 ⇒ 電話番号検索 
⇒ 顧客名検索 ⇒ 50音検索 ⇒ ……」の順に検索条件が切り替わります。 

 

◆ 50音検索 

① 検索行のボタンをクリックします。 

 
該当する顧客名が表示されます。 

 

② 顧客名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客台帳に選択した顧客データが表示されます。 
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◆ 顧客区分検索 

① [↑][↓]キーで顧客区分を選択します。 

 
該当する顧客名が表示されます。 

 

② 顧客名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客台帳に選択した顧客データが表示されます。 
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◆ 電話番号検索 

① 電話番号を入力し、テキスト検索(F1)をクリックします。 

 
 

該当する顧客名が表示されます。 

 

② 顧客名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客台帳に選択した顧客データが表示されます。 
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◆ 顧客名検索 

① 顧客名を入力し、テキスト検索(F1)をクリックします。 

 
 

該当する顧客名が表示されます。 

 

② 顧客名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客台帳に選択した顧客データが表示されます。 
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13-7 商品検索 
50音、商品区分１、略称・バーコード上段、商品名の４種類の条件で商

品名を検索し、商品データを表示することができます。 

 

※ 区分（F7）ボタンをクリックすると、「50音検索 ⇒商品区分１検索 ⇒ 略称・バーコー
ド上段 ⇒商品名 ⇒ 50音検索 ⇒ ……」の順に検索条件が切り替わります。 

 

◆ 50音で検索する 

① 検索行のボタンをクリックします。 

 
該当する商品名が表示されます。 

 

② 商品名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

商品台帳に選択した商品データが表示されます。 
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◆ 商品区分１で検索する 

① [↑][↓]キーで検索する商品区分を選択します。 

 

 
該当する商品名が表示されます。 

 

② 商品名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

商品台帳に選択した商品データが表示されます。 
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◆ 略称・バーコード上段で検索する 

① 商品名を入力し、テキスト検索(F1)をクリックします。 

 
 

該当する商品名が表示されます。 

 

② 商品名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

商品台帳に選択した商品データが表示されます。 
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◆ 商品名で検索する 

① 商品名を入力し、テキスト検索(F1)をクリックします。（商品名の一部を入力しても

検索できます。） 

 
 

該当する商品名が表示されます。 

 

② 商品名を選択し、選択(F2)ボタンをクリックします。 

 
 

顧客台帳に選択した商品データが表示されます。 
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◆ 既存の商品データを引用して新しい商品データを登録する 

① 検索する商品のキーワードを入力します。 

 
 

② テキスト検索（F1）ボタンをクリックします。 

 
 

③ 該当する商品名が表示されます。登録する商品に類似した商品を選択し、 

データ引用（F3）ボタンをクリックします。 

 
 

選択した商品の詳細が商品台帳に表示されます。 

 

データ引用機能につ

いて 

すでに商品台帳に登録

されている商品データを

呼び出して内容を引用し、

新しい商品データとして登

録することができます。 
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④ 商品コード欄で新規商品のバーコードをスキャンします。自社コードの商品の場合

は、商品コード（F2）ボタンをクリックし、商品コードを作成します。 

 
 

⑤ 仕入先コード・バーコード上段・商品区分１・商品区分２・商品区分３・商品名・カナ

略称・標準価格・仕入単価・単位・入数・在庫管理・登録日・消費税販売時・消費税

仕入時・検索キーの情報を確認し、変更を行う場合は入力します。 

 
 

 

⑥ 登録(F8)ボタンをクリックします。 

 
 

商品データが登録されます。
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13-8 集計・帳票画面からCSVデータを出力する 
ぽす魂では、集計データ・帳票データを、Excelや分析ソフトで使えるCSV

形式のファイルに出力することができます。 
 

 

① 集計、帳票画面を表示し、CSV出力(F8)ボタンをクリックします。 

＜例＞ 

 
 

② CSV出力の場所を選択する画面が表示されます。フォルダーの一覧から出力先を

選択し、実行（Enter）ボタンをクリックします。 

 
 

選択したフォルダーにCSV形式のデータが出力されます。 

CSV データとは 

データをカンマ(”,”)で区

切って並べたファイル形

式。主に表計算ソフトやデ

ータベースソフトでデータ

を保存するときに使う形式

です。 

CSV ファイル形式を採

用しているソフトで、デー

タを取り込むことができま

す。 
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13-9 バーコードラベルを印刷する 
伝票で入力した商品データと数量を元にしてバーコードラベルの発行を

行ないます。 
 

 

① 各伝票画面のラベル（F7）ボタンをクリックします。 

＜例＞ 

 
 

② ラベル発行リストの画面が表示されます。ラベル発行枚数を確認し、印刷（F9）ボタ

ンをクリックします。枚数を変更する場合は、枚数変更(F2)ボタンをクリックし、枚数

を入力します。 

  
 

バーコードラベルが印刷されます。 
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【付録】 
 

POSManagerメニュー⇔マニュアル掲載箇所対応表 

 

POSManager のメニュー マニュアル掲載箇所 

  

■■■基本設定   

○基本設定   

会社基本情報 2-1 会社基本情報を登録する 

消費税・端数処理 2-2 消費税率・端数処理を設定する 

店舗・端末設定 2-3 店舗・端末を設定する 

ジャンル・処理区分設定 2-4 ジャンル・処理区分を設定する 

レシートロゴ・案内文設定 2-5 レシートロゴ・案内文を設定する 

パスワード変更 2-6 パスワードを設定・変更する 

自社商品コード設定 2-7 自社商品コードの桁数を設定する 

バックアップ先設定 2-8 データのバックアップ先を設定する 

周辺機器設定 2-9 周辺機器を設定する 

LAN・分散設定 2-10 LAN 環境の設定をする 

起動・終了設定 2-11 起動・終了時の処理項目を設定する 

・FTP 送受信設定 2-12 店舗間のネットワークを設定する 

・CS 送受信設定 2-13 LAN 環境でのデータの送受信方法を設定する 

・外部システム用・CSV 入出力設定 2-14 外部システムの環境設定をする 

サーバー設定解除 2-15 サーバーの設定を解除する 

クライアント設定解除 2-16 クライアントの設定を解除する 

ポイント設定 2-17 ポイントカードの基本設定をする 

第 2 章 

ぽす魂の基本設定

起動画面設定 2-18 ぽす魂の起動画面を設定する  

■■■台帳管理   

○台帳処理   

店舗台帳 3-1 店舗情報を登録する 

 3-2 店舗情報を変更する 

端末・レジ台帳 3-3 端末・レジ情報を登録する 

 3-4 端末・レジ情報を変更する 

従業員区分 3-5 従業員区分を登録する 

 3-6 従業員区分を変更する 

従業員台帳 3-7 従業員情報を登録する 

 3-8 従業員情報を変更・削除する 

仕入先区分 3-9 仕入先区分を登録する 

 3-10 仕入先区分を変更する 

仕入先台帳 3-11 仕入先情報を登録する 

 3-12 仕入先情報を変更・削除する 

顧客区分 3-13 顧客区分を登録する 

 3-14 顧客区分を変更する 

顧客台帳 3-15 顧客情報を登録する 

 3-16 顧客情報を変更・削除する 

商品区分 1 3-17 商品区分 1 を登録する 

 3-18 商品区分 1 を変更する 

商品区分 2 3-19 商品区分 2 を登録する 

 3-20 商品区分 2 を変更する 

商品区分 3 3-21 商品区分 3 を登録する 

 3-22 商品区分 3 を変更する 

商品台帳 3-23 商品情報を登録する 

 3-24 商品情報を変更・削除する 

カードリスト 3-25 クレジットカード会社名を登録する 

 3-26 クレジットカード会社名を変更する 

第 3 章 台帳管理 
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POSManager のメニュー マニュアル掲載箇所 

  

■■■台帳管理（続き）   

○データ処理   

データ取り出し 4-1 データの取り出し 

データ取り入れ 4-2 データの取り入れ 

バックアップ 4-3 データのバックアップ 

リカバリー 4-4 データのリカバリー 

データベース修復 4-5 データベースの修復 

データベース 適化 4-6 データベースの 適化 

CSV 出力 4-7 データを CSV 形式で出力する 

サーバーからマスターを受信 4-8 LAN 環境でデータを受信する 

サーバーへ伝票データを送信 4-9 LAN 環境でデータを送信する 

FTP データ送信 4-10 FTP 環境でデータを受信する 

FTP データ受信 4-11 FTP 環境でデータを送信する 

第 4 章 データ処理

マスター印刷 3-27 台帳を印刷する 第 3 章 台帳管理 

■■■伝票   

○伝票処理   

POS 伝票参照 5-1 伝票を参照する 

 5-2 伝票を変更・削除する 

仕入伝票 5-3 仕入伝票を登録する 

 5-4 仕入伝票を変更・削除する 

仕入返品伝票 5-5 仕入返品伝票を登録する 

 5-6 仕入返品伝票を変更・削除する 

第 4 章 伝票処理 

○在庫処理   

在庫振替伝票 10-1 在庫振替伝票を登録する 

 10-2 在庫振替伝票を変更・削除する 

在庫搬入伝票 10-3 在庫搬入伝票を登録する 

 10-4 在庫搬入伝票を変更・削除する 

在庫搬出伝票 10-5 在庫搬出伝票を登録する 

 10-6 在庫搬出伝票を変更・削除する 

在庫伝票参照 10-10 在庫伝票を参照する 

在庫変動参照 10-11 在庫の変動を参照する 

第 10 章 在庫管理

補充伝票参照  － 

補充伝票  － 
 

○棚卸処理   

棚卸伝票参照 11-9 棚卸伝票を参照する 

棚卸差異伝票参照 11-10 棚卸差異伝票を参照する 
第 11 章 棚卸処理

在庫伝票 10-7 在庫伝票を登録する 

  10-8 在庫伝票を変更・削除する 
第 10 章 在庫管理

棚卸チェックリスト 11-1 棚卸のチェックリストを印刷する 

棚卸伝票 11-2 棚卸伝票を登録する 

  11-3 棚卸伝票を変更・削除する 

棚卸差異伝票 11-4 棚卸差異伝票を登録する 

  11-5 棚卸差異伝票を変更・削除する 

初期在庫登録 11-7 初回棚卸情報を登録する 

  11-8 初回棚卸情報を変更・削除する 

棚卸締め処理 11-6 棚卸の締め処理をする 

第 11 章 棚卸処理
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POSManager のメニュー マニュアル掲載箇所 

  

■■■元帳   

○元帳   

売上帳(合計行) 6-1 売上を伝票ごとに参照する 

売上帳(明細行) 6-2 売上を商品明細ごとに参照する 

仕入帳(合計行) 6-3 仕入を伝票ごとに参照する 

仕入帳(明細行) 6-4 仕入を商品明細ごとに参照する 

仕入先別仕入帳(合計行) 6-5 仕入を仕入先別・伝票ごとに参照する 

仕入先別仕入帳(明細行) 6-6 仕入を仕入先別・商品明細ごとに参照する 

在庫振替帳(合計行) 6-7 在庫振替を伝票ごとに参照する 

在庫振替帳(明細行) 6-8 在庫振替を商品明細ごとに参照する 

在庫搬入帳(合計行) 6-9 在庫搬入を伝票ごとに参照する 

在庫搬入帳(明細行) 6-10 在庫搬入を商品明細ごとに参照する 

在庫搬出帳(合計行) 6-11 在庫搬出を伝票ごとに参照する 

在庫搬出帳(明細行) 6-12 在庫搬出を商品明細ごとに参照する 

購買履歴(合計行) 6-13 購買履歴を伝票ごとに参照する 

購買履歴(明細行) 6-14 購買履歴を商品明細ごとに参照する 

入金帳 6-15 入金情報を参照する 

出金帳 6-16 出金情報を参照する 

売掛発生高 6-17 売掛発生記録を参照する 

買掛発生高 6-18 買掛発生記録を参照する 

第 6 章 POS 元帳 

■■■帳票   

○報告帳票   

日報 8-1 日報を参照・印刷する 

月報 8-2 月報を参照・印刷する 
第 8 章 売上集計 

○集計帳票     

在庫高 10-12 在庫高を参照する 

在庫高(商品区分 1) 10-13 商品区分 1 の在庫高を参照する 

在庫高(商品区分 2) 10-14 商品区分 2 の在庫高を参照する 

在庫高(商品区分 3) 10-15 商品区分 3 の在庫高を参照する 

仕入先別在庫高 10-16 仕入先別に在庫高を参照する 

第 10 章 在庫管理

仕入先別売上高 8-3 仕入先別の売上高を参照・印刷する 

リベート対象売上高 8-4 リベート対象の売上高を参照・印刷する 

ポイント履歴 8-5 ポイントカードの履歴を参照・印刷する 

第 8 章 売上集計 

仕入管理表  － 

在庫移動集計表  － 
 

棚卸表 11-11 店舗別・商品ごとに棚卸情報を参照する 

棚卸集計表 11-12 店舗・区分ごとに棚卸情報を参照する 
第 11 章 棚卸処理

粗利管理表  －  
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POSManager のメニュー マニュアル掲載箇所 

  

■■■集計   

○台帳集計   

商品ごと集計 7-1 商品ごとの売上を集計する 

顧客ごと集計 7-2 顧客ごとの売上を集計する 

従業員ごと集計 7-3 従業員ごとの売上を集計する 

店舗ごと集計 7-4 店舗ごとの売上を集計する 

商品区分ごと集計 7-5 商品区分ごとの売上を集計する 

商品区分 1-商品ごと集計 7-6 区分 1-商品ごとの売上を集計する 

商品区分 2-商品ごと集計 7-7 区分 2-商品ごとの売上を集計する 

商品区分 3-商品ごと集計 7-8 区分 3-商品ごとの売上を集計する 

顧客別商品ごと集計 7-9 顧客別・商品ごとの売上を集計する 

商品別顧客ごと集計 7-10 商品別・顧客ごとの売上を集計する 

商品別売上 7-11 商品別の売上を集計する 

第 7 章 台帳集計 

○POS 集計   

性別比較 9-1 性別ごとの売上を集計する 

ジャンル比較 9-2 ジャンルごとの売上を集計する 

天気比較 9-3 天気ごとの売上を集計する 

自由数値項目 1 比較 9-4 自由数値項目 1 ごとの売上を集計する 

自由数値項目 2 比較 9-5 自由数値項目 2 ごとの売上を集計する 

郵便番号比較 9-6 郵便番号(住所)ごとの売上を集計する 

第 9 章 高度な集計

集計カレンダー 8-6 集計カレンダーを参照・印刷する 第 8 章 売上集計 

年次比較 9-7 年次ごとの売上を集計する 

月次比較 9-8 月次ごとの売上を集計する 

曜日比較 9-10 曜日ごとの売上を集計する 

日次比較 9-9 日次ごとの売上を集計する 

時間帯比較 9-11 時間帯ごとの売上を集計する 

レジごと時間帯比較 9-12 レジ別・時間帯ごとの売上を集計する 

第 9 章 高度な集計

客単価集計 8-7 客単価を参照・印刷する 第 8 章 売上集計 

■■■DM 宛名作成   

○DM   

定例 DM 名称設定 12-1 定例 DM の名称を設定する 

定例 DM 12-2 条件を指定して DM を発行する 

顧客ランク 12-3 顧客ランクを集計して DM を発行する 

郵便番号ランク 12-4 住所別にランクを集計して DM を発行する 

非来店客 12-5 来店していない顧客に DM を発行する 

商品別顧客ランク 12-6 商品別・顧客ランクを集計して DM を発行する 

ポイントランク 12-7 ポイントランクを集計して DM を発行する 

自由選択 12-8 顧客を選択して DM を発行する 

 12-9 はがき印刷をする 

 12-10 ラベル印刷をする 

第 12 章 宛名リスト

作成・DM 発行 

■■■その他共通項目   

 10-9 伝票を印刷する 第 10 章 在庫管理

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

使用許諾契約書................................................................................................................................................... 

 

本使用許諾契約書（以下「本契約書」）は、本アクリートソフトウ

ェア製品（以下「本ソフトウェア製品」）に関してお客様（個人また

は法人のいずれかを問いません）と有限会社アクリート（以下

「アクリート」）との間に締結される法的な契約書です。本ソフト

ウェア製品にはそれに関連した媒体、印刷物（マニュアルなどの文

書）および電子文書を含みます。本ソフトウェア製品には、本ソ

フトウェア製品の 初のコピーを取得された後で提供されるソフ

トウェアのアップデート、アドオンコンポーネント、Web サービス

、および追加機能も含みます（これらについて別途追加の使用許諾

契約書または使用条項が付属している場合はその使用許諾契約書

または使用条項の内容も含みます）。本ソフトウェア製品をインス

トール、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、

お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されたものとしま

す。本契約書の条項に同意されない場合、アクリートは、お客様に

ソフトウェア製品のインストール、ダウンロード、アクセスまたは

使用のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本ソフ

トウェア製品を直ちに購入店へご返品いただければ、お支払いただ

いた金額を全額払い戻しいたします。 

 

 

ソフトウェア製品ライセンス................................................................................................................................. 

 

本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約を始

め、その他の無体財産権に関する法律および条約によって保護さ

れています。本ソフトウェア製品は許諾されるもので、販売する

ものではありません。 

 

1.ライセンスの許諾 

本条項は、本ソフトウェア製品をインストールおよび使用するお

客様の一般的な権利を説明するものです。本条項に記載されてい

る、お客様に許諾された権利は、本契約書のそのすべての条項お

よび条件に準拠します。 

 

●本ソフトウェア製品のインストールおよび使用に関する一般的

なライセンスの許諾 

お客様は、本ソフトウェア製品のコピー１部を特定の１台のコン

ピュータ、ワークステーション、ターミナル、またはその他の電

子デバイスもしくはアナログデバイス（以下総称して「デバイス」）

にインストールして使用することができます。本ソフトウェア製

品のライセンスを共有することはできません。 

 

●記憶装置／ネットワークの使用に関する代替ライセンスの許諾 

前項で許諾されている権利に代わり、お客様は、本ソフトウェア

製品のコピーの１部をネットワークサーバーのような１台の記憶

装置にインストールして、お客様の組織内のユーザーがプライベ

ートネットワークで他のデバイスから本ソフトウェア製品にアク

セスして使用できるようにすることができます。ただし、本ソフ

トウェア製品がインストールされている記憶装置および本ソフト

ウェア製品にアクセスして使用しているデバイス各１台につき、

専用のライセンスをそれぞれ取得しなければなりません。本ソフ

トウェア製品の１つのライセンスを異なるデバイス間で同時に使

用することはできません。 

 

●権利の帰属 

本契約書に明示的に規定されていない権利はすべてアクリートに

よって留保されます。 

 

2.その他の権利と制限 

●アクティベーション（ライセンス認証）の必要性 

起動中に、規定された方法で本ソフトウェア製品のコピーのライ

センス認証を行わない場合、製品を一定の回数起動した後に、本

契約書に基づく本ソフトウェア製品に関する権利を行使できなく

なることがあります。 

 

●コピープロテクト 

本ソフトウェア製品では、本ソフトウェア製品の不正コピーを防

ぐためにコピープロテクト技術が使用されている場合があり、そ

の場合、デバイス上で本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体を

保有する必要があります。本ソフトウェア製品の不正コピーをす

ることは違法です。また、一定のコピープロテクションの技術を

回避する機能を有する装置またはプログラムを使用して、本ソフ

トウェア製品で使用されているコピープロテクションの技術を回

避して、本ソフトウェア製品を複製することも違法です。更に、

コピープロテクションの技術を回避する、かかる装置またはプロ

グラムを使用して本ソフトウェア製品を複製することは、私的目

的の複製であっても、著作権法上禁止されており、本ソフトウェ

ア製品がかかる装置またはプログラムを使用して複製されたとい

う事実を知っている場合には、その複製物を複製することも違法

となります。 

 

●Not for Resale 

本ソフトウェア製品に「Not for Resale」と明記されている場合、

デモンストレーション、テストまたは評価以外の目的に使用でき

ず、本ソフトウェア製品を再販売またはその他のいかなる方法で

も譲渡することはできません。 

 

●リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 

お客様は、本ソフトウェア製品を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することはできません。ただし、

適用される法律により明示に許可されている場合その限りではあ

りません。 

 

●構成部分の分離 

本ソフトウェア製品は１つの製品として許諾されています。その

構成部分を分離して複数のデバイスで使用することはできません。 

 

●商標 

本契約書は、お客様にアクリートの商標またはサービスマークに

関連した権利を許諾するものではありません。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

●サポートサービス 

アクリートは、本ソフトウェア製品に関するサポートサービス（

以下「サポートサービス」）をお客様に提供する場合があります。

サポートサービスは、ユーザーマニュアル、「オンライン」ドキュ

メント、またはアクリート提供の印刷物などに記載されているア

クリートのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。

サポートサービスの一部としてお客様に提供された追加のソフト

ウェアコードは、本ソフトウェア製品の一部とみなされ、本契約

書の条件および条項が適用されます。サポートサービスの一部と

してお客様からアクリートに提供される技術情報に関して、アク

リートは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業

目的に使用することがあります。ただしアクリートはお客様を特

定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとしま

す。 

 

●解除 

お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、アクリート

は、他の権利を害することなく、本契約に基づくライセンスの許

諾を取り消すことができます。そのような場合、お客様は本ソフ

トウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければ

なりません。 

 

3.アップグレード 

●標準のソフトウェア製品 

本ソフトウェア製品がアップグレードである場合、お客様は、本

ソフトウェア製品を使用するためには、アクリートによってアッ

プグレード対象製品と指定されている本ソフトウェア製品を使用

するためのライセンスを正規に取得していなければなりません。

アップグレードである本ソフトウェア製品は、そのアップグレー

ドの対象となる製品の代替、あるいはこれに追加されるものです

（アップグレードの対象となる製品を使用不可にする場合もあり

ます）。お客様は、アップグレードにより得られたソフトウェア製

品を、本契約書の条項に従ってのみ使用することができます、複

数のコンピュータプログラムのコンポーネントから成り、これら

が１つの製品としてのみ使用できるものとし、各構成部分を分離

して複数のデバイス上で使用することはできません。 

 

4.無形財産権 

本ソフトウェア製品、付属マニュアルなどの文書、および本ソフ

トウェア製品の複製物についての権原および無体財産権は、アク

リートまたはその供給者が有するものです。 

 

5.バックアップコピー 

お客様は、本契約書に従って本ソフトウェア製品のコピー１部を

インストールした後で、本ソフトウェア製品が供給されたオリジ

ナルの媒体を、バックアップまたは保存の目的でのみ保管するこ

とができます。また、デバイス上で本ソフトウェア製品を使用す

るために本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体が必要な場合、

本ソフトウェア製品をバックアップまたは保存する目的でのみ、

本ソフトウェア製品のコピー１部を作成することができます。本

契約書に特に規定されている場合を除き、お客様は本ソフトウェ

ア製品また本ソフトウェア製品付属のマニュアルなど文書の複製

物を作成することはできません。 

 

6.保証の限定 

『品質保証規定』（以下「本保証規定」）は、お客様に適用される

唯一の明示の品質保証規定であり、ドキュメントまたはパッケー

ジに記載されるその他の明示的保証（該当する場合）に代替する

ものです。本ソフトウェア製品に関して、本保証規定に規定され

ていないその他の保証を一切いたしません。本保証規定を除き、

かつ法律上許容される 大限において、アクリートおよびその供

給者は、本ソフトウェア製品およびサポートサービスを現状有姿

かつ瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本ソフト

ウェア製品または、サポートサービスの提供もしくは提供不能に

関して、本保証規定に規定されていない保証（商品性、特定の目

的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィル

スの不存在、および過失の不存在についての黙示の保証、義務ま

たは条件を含むがこれらに限定されない）を明示、黙示、若しく

は法律上のものであるとを問わず一切いたしません。本ソフトウ

ェア製品に関する権原、平穏享有、平穏占有、表示との一致また

は権利侵害の不存在についての保証または条件についても同様で

す。 

 

7.損害に関する免責 

法律上の請求原因の種類を問わず、アクリートおよびその供給者

は法律上許容される 大限において、本ソフトウェア製品の使用

もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能ま

たはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、間接損

害、派生的損害、またはその他の一切の損害（逸失利益、精密情

報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身損害、プライ

バシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の

不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに

限定されません）に関してはアクリートまたはその供給者の過誤、

不正行為（過失を含む）、無過失責任、契約違反または保証違反の

場合であっても、一切責任を負いません。たとえ、アクリートまた

はその供給者がこのような損害の可能性について知らされていた

場合でも同様です。 

 

8.責任および救済手段の制限 

いかなる理由において生じる損害（上記の損害および直接損害ま

たは通常損害を含みますがこれらに限定されません）にも関わら

ず、本契約書に基づくアクリートおよびその供給者の責任（本保

証規定違反に関してアクリートによって選択された修理または交

換による対応を除きます）は、本ソフトウェア製品についてお客

様が実際に支払った金額を上限とします。たとえいかなる救済手

段もその実質的目的を達せない場合でも、上記の責任および免責

条項（本契約書および保証規定）が法律上認められる限度で適用

されます。 

 

9.完全な合意 

本契約書（本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および

修正を含む）は、本ソフトウェア製品およびサポートサービス（該

当する場合）に関してお客様とアクリートの間の完全な合意を構

成し、本ソフトウェア製品または本契約書で扱われているその他

の主題に関するすべての以前および同時の口頭または書面による

意思表示、提案、および表明を無効にします。アクリートのポリ

シーまたはサポートサービスに関する条項が本契約書の条項を異

なる場合は、本契約書の条項が適用されます。
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