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 ※本消費税対応ツールで算出される本体価格（税抜きの技術料金・商品価格）は、これまで設定されていた 

  税込価格算出時の丸め処理によっては誤差が生じる場合があります。 

  お手数ですが、本ツール実行により新たに設定された単価を確認の上、必要に応じて修正してください。 

 

１．消費税対応ツールの起動 

（1）SALONPOSⅡのメニュー画面右下にある「保守ツール」画面を表示させます。 

（2）「消費税対応」の「消費税切替」ボタンを押下すると、消費税対応ツールの開始画面が表示されます。 

 

（3）「処理選択」で「１．消費税率と価格の変更」を選択して、［次へ］ボタンを押下します。 

   「現在のモードと処理選択」画面に移り、現在使用中の消費税モードが表示されます。 

 

 

       ※ 現在は「総額モード」で SALONPOS をお使いのサロン様は、２ページヘ 

 

       ※ 現在は「外税モード」で SALONPOS をお使いのサロン様は、４ページヘ 

 

       ※ 追加した消費税率と価格を削除する場合は、７ページへ 

←【保守ツール】画面 

←【消費税対応ツール（開始）】画面 
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２．現在は「総額モード」で SALONPOS をお使いのサロン様の場合 

（1）「モード」欄に「現在のモードは総額モードです」と表示されているのを確認してください。 

（2）サロン様の方針に従って、「処理選択」で下記のいずれかを選択して［次へ］ボタンを押下して下さい。 

  ・「外税モードに切り替えて、消費税率の変更と新価格設定を行なう」 

  ・「総額モードのままで、消費税率の変更と新価格設定を行なう」 

  

 

（3）【税率及び価格設定】画面で「新しく設定する消費税率の内容｣と｢追加する価格設定の内容｣を設定します。 

 
 

 ■「新しく設定する消費税率の設定内容」の設定 … １ 

  ①税率適用日･･･2019 年 10 月 1 日から新税率とする場合は、2019/10/01 と入力します。 

  ②消費税率 ･･･新税率「10%」の 10 を入力します。 

  ③技術丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ④技術丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑤商品丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ⑥商品丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑦請求丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ⑧請求丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

１ 

２ 

←【現在のモードと処理選択】画面 

←【税率及び価格設定】画面 
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 ■「追加する価格設定の内容」の設定 … ２ 

  【指定変更前】欄 

   追加する価格情報の各項目の初期設定値が表示されます。 

   

  【指定変更後】欄 

  ①価格改定日･･･｢新しく設定する消費税率の設定内容｣の｢価格改定日｣に指定された日付が表示されます。 

  ②単価計算方法 内税 … 総額モード時に「税区分」が「内税」だった単価の算出方法を 

              【外税モード】に切り替える場合は 

               「本体価格を算出して登録」「現在の価格のまま」から選択します。 

              【総額モード】のままお使いになる場合は 

               「本体価格に税額加算」「現在の価格のまま」から選択します。 

  ③単価計算方法 非課税… 総額モード時に「税区分」が「非課税」だった単価の算出方法を 

              「現在の価格のまま」「本体価格に税額加算」から選択します。 

  ④非課税時の消費税区分… 総額モード時に「税区分」が「非課税」だった単価の｢税区分｣を 

              「非課税のまま」「内税にする」から選択します。 

  ⑤消費税率      … 新たな消費税率を指定します。 

  ⑥お預かり単位 技術 … 技術料金のお預り単位（端数を丸める単位）を 

              「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑦お預かり単位 商品 … 商品価格のお預り単位（端数を丸める単位）を 

              「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑧端数の丸め方    … 技術料金の端数の丸め方を｢切り上げ｣｢切り捨て｣｢四捨五入｣から選択します。 

  ⑨端数の丸め方    … 商品価格の端数の丸め方を｢切り上げ｣｢切り捨て｣｢四捨五入｣から選択します。 

 

  ※⑥～⑨は、（3）で設定された内容が初期値として設定されます。 

 

  設定が完了すれば［次へ］ボタンを押下します。【設定内容確認】画面が表示されます。 

 

（4）【設定内容確認】画面 

  【税率及び価格設定】画面で設定された「新しく設定する消費税率の設定内容」と「追加設定される価格 

  の設定内容」が表示されます。 

  ［追加］ボタンを押下すると指定された設定内容にて消費税率の設定と単価の追加を行います。 

  「戻る」ボタンを押下すると【税率及び価格設定】画面に戻ります。 

 

 「追加」ボタン押した後の説明は、６ページヘ 

←【設定内容確認】画面 
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３．現在は「外税モード」で SALONPOS をお使いのサロン様の場合 

（1）「モード」欄に「現在のモードは外税モードです」と表示されているのを確認してください。 

（2）サロン様の方針に従って、「処理選択」で下記のいずれかを選択して［次へ］ボタンを押下して下さい。 

  ・「外税モードのままで、消費税率の変更と新価格設定を行なう」 

  ・「総額モードに切り替えて、消費税率の変更と新価格設定を行なう」 

 

 

（3）【税率及び価格設定】画面で「新しく設定する消費税率の内容｣と｢追加する価格設定の内容｣を設定します。 

  
 

 ■「新しく設定する消費税率の設定内容」の設定 … １ 

  ①税率適用日･･･2019 年 10 月 1 日から新税率とする場合は、2019/10/01 と入力します。 

  ②消費税率 ･･･新税率「10%」の 10 を入力します。 

  ③技術丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ④技術丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑤商品丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ⑥商品丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑦請求丸め算出方法   …「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」から選択します。 

  ⑧請求丸め算出単位（円）…「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

１ 

２ 

←【現在のモードと処理選択】画面 

←【税率及び価格設定】画面 
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 ■「追加する価格設定の内容」の設定 … ２ 

  【指定変更前】欄 

   追加する価格情報の各項目の初期設定値が表示されます。 

   

  【指定変更後】欄 

  ①価格改定日･･･｢新しく設定する消費税率の設定内容｣の｢価格改定日｣に指定された日付が表示されます。 

  ②単価計算方法 内税 … 外税モード時に「税区分」が「内税」だった単価の算出方法を 

              【外税モード】のままお使いになる場合は 

               「本体価格に税額加算」「本体価格を算出して登録」「現在の価格のまま」 

                から選択します。 

              【総額モード】に切り替えてお使いになる場合は 

               「本体価格に税額加算」「現在の価格のまま」から選択します。 

  ③単価計算方法 非課税… 外税モード時に「税区分」が「非課税」だった単価の算出方法を 

              「現在の価格のまま」「本体価格に税額加算」から選択します。 

  ④非課税時の消費税区分… 外税モード時に「税区分」が「非課税」だった単価の｢税区分｣を 

              「非課税のまま」「内税にする」から選択します。 

  ⑤消費税率      … 新たな消費税率を指定します。 

  ⑥お預かり単位 技術 … 技術料金のお預り単位（端数を丸める単位）を 

              「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑦お預かり単位 商品 … 商品価格のお預り単位（端数を丸める単位）を 

              「1 円」「5 円」「10 円」から選択します。 

  ⑧端数の丸め方    … 技術料金の端数の丸め方を｢切り上げ｣｢切り捨て｣｢四捨五入｣から選択します。 

  ⑨端数の丸め方    … 商品価格の端数の丸め方を｢切り上げ｣｢切り捨て｣｢四捨五入｣から選択します。 

 

  ※⑥～⑨は、（3）で設定された内容が初期値として設定されます。 

 

  設定が完了すれば［次へ］ボタンを押下します。【設定内容確認】画面が表示されます。 

 

（4）【設定内容確認】画面 

  【税率及び価格設定】画面で設定された「新しく設定する消費税率の設定内容」と「追加設定される価格 

  の設定内容」が表示されます。 

  ［追加］ボタンを押下すると指定された設定内容にて消費税率の設定と単価の追加を行います。 

  「戻る」ボタンを押下すると【税率及び価格設定】画面に戻ります。 

 
  

←【設定内容確認】画面 
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４．消費税情報と価格の追加処理 

  ［追加］ボタンが押下されると、下記の確認メッセージが表示されます。 

  ・追加処理を実行する場合は［はい］ボタンを押下してください。 

   指定された内容で、消費税率マスタと価格データが追加されます。 

  ・追加処理を実行しない場合は「いいえ」を押下して下さい。 

   「消費税率および価格追加設定」画面に戻ります。 

 

  追加処理が完了すると、下記の確認メッセージが表示されます。 

  「消費税改正ツール」を終了して【保守ツール】画面に戻る場合は［はい］ボタンを押下してください。 

  「消費税改正ツール」の【開始】画面に戻る場合は［いいえ］ボタンを押下してください。 

 

  以上で「消費税対応ツール」による価格設定作業は完了となります。 

  設定された価格は各メニューの詳細画面より確認してください。 

 

■■ 設定された価格の確認手順 ■■ 

 【メニュー】画面→【マスタ管理】画面→【技術＆商品タブ】画面 

  →【技術メニュータブ】画面または【商品メニュータブ】画面 にて、カテゴリーを選択 

 表示された【メニュー一覧】画面にて、確認したメニューを選択して、新しく設定された価格を確認 

 

 

       【メニュー一覧】画面             【設定価格確認】画面 
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５．「消費税改正ツール」で追加した消費税率及び価格の削除 

  もし、「消費税改正ツール」で設定した内容を削除したい場合は、 

  【開始】画面にて、「２．追加した消費税率と価格の削除」を選択して、［次へ］ボタンを押下して下さい。 

  【削除確認】画面に、削除対象となる消費税率の適用日と税率が表示されます。 

 ※削除対象の設定情報が存在しない場合は、「削除対象の消費税設定はありません！」と表示されます。

 

 

  【削除確認】画面で、【削除】ボタンを押下すると、 

  「消費税改正ツール」で追加した消費税率及び価格の削除が実行されます。 

 

 

←【消費税率及び価格削除設定】画面 

←【削除確認】画面 
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  ［削除］ボタンを押すと、下記の確認メッセージが表示されます。 

  ・削除処理を実行する場合は［はい］ボタンを押下してください。 

  ・削除処理を実行しない場合は［いいえ］ボタンを押下してください。 

 

 

 

  削除処理が完了すると、下記の確認メッセージが表示されます。 

  「消費税改正ツール」を終了して【保守ツール】画面に戻る場合は［はい］ボタンを押下してください。 

  「消費税改正ツール」の【開始】画面に戻る場合は［いいえ］ボタンを押下してください。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは、下記へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

タカラベルモント株式会社 SALONPOS サポートセンター 

 

フリーダイヤル ０１２０－３９－３６１４ 

 

月～金 9：00～20：00  土日祝祭日   9：00～17：30 

 


