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Ver5.0 ハードウェア構成

BCPOSver5.0でインストールされるドライバー

①CCO ｢OPOS Commom Control Objects｣
②FP1100プリンタ ｢FIT FP POS PRINTER OPOS OCX｣
③USBカスタマ ｢Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers｣
④EPSON OPOS ｢EPSON OPOS ADKVersion2.70J｣

標準ハードウェア構成のドライバがインストールされますので、黒セットでスター精密プリン

ターの場合は、別途TSP100_V500ドライバのインストールを行ってください。

HP純正のカスタマディスプレイ(OP)の場合、
機種設定＞ジャーナルプリンタの「機種
名」を【 RP7 】と入力してください。

Ver5.0バージョンアップ時について
Ver2.5-3.0（Ver2.9-3.0含む）からバージョンアップすると、EPSON OPOSの違いで、
レジストリにまで影響する可能性があります。（PC入替え時はこの限りではない、ただしPC
入替え時は、ドライバーのインストールが必要なので周辺機器の構成を確認してください。）
ハードウェアについては、EPSON OPOSが新しいバージョンなのでTM-T882は動作しませ
ん。また、Win7(64bit)Win8の場合、タッチパネルモニターも動作しない物がおおいです。
古い周辺機器は必ず、別紙のBCPOS周辺機器対応表で確認してください。
上記の様にWin7(64bit)Win8は推奨できません。（BCPOSVer5.0はWin7(64bit)Win8対
応です。）周辺機器の接続にUSB変換コネクターでCoregaを使用している場合も注意が必要
です。



P-2

USB

モジュラー

USB

AC AC

Ver2.9-3.0 ハードウェア構成

BCPOSver5.0でインストールされるドライバー

①CCO ｢OPOS Commom Control Objects｣
②FP1100プリンタ ｢FIT FP POS PRINTER OPOS OCX｣
③USBカスタマ ｢Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers｣
④EPSON OPOS ｢EPSON OPOS ADKVersion1.90J｣

標準ハードウェア構成のドライバがインストールされますので、黒セットでスター精密プリン

ターの場合は、別途TSP100_V500ドライバのインストールを行ってください。

HP純正のカスタマディスプレイ(OP)の場合、
機種設定＞ジャーナルプリンタの「機種
名」を【 RP7 】と入力してください。

Ver2.9-3.0バージョンアップ時について
Ver4.0及びVer5.0からダウングレードすると、EPSON OPOSの違いで、レジストリにまで
影響する可能性があります。（PC入替え時はこの限りではない、ただしPC入替え時は、ドラ
イバーのインストールが必要なので周辺機器の構成を確認してください。）EPSON OPOSが
古いバージョンなのでTM-T882も動作します。ハードウェアについては、ドライバー関連は
問題がないと思われます。OSはWi7(64bit)Win8には、対応していません。
周辺機器の接続にUSB変換コネクターでCoregaを使用している場合も注意が必要です。
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J-Mupsクレジット決済連動 Ver5.0

かんたん導入 低価格

安心セキュリティ スピード設置

今まで審査が厳しく導入の難しかった交通系電子マ
ネーも、クレジットカード並みの手軽さで導入いた
だけます。お客様のニーズをキャッチします。

従来端末機と比べ1/3～1/4と低価格な上、通信も
既存のインターネット回線を利用できるので、導入
費・運用費が抑えられます。

カード番号などの個人情報が端末内に一切保持さ
れないので、セキュリティリスクがありません。
国際基準PCIDSSに準拠しています。

お申し込みから端末設置まで約2週間。スピード導入
が可能です。

※加盟店契約、他カード会社との接続にかかる期間は

除く。

J-Mupsとの連動が可能となりました。

マニュアルについては、別途J-Mupsマニュアルを参照してください。

BCPOS連動準備中

Ver2.9-3.0 対応していません。
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Brotherサーマルラベルプリンタ対応 Ver5.0

BrotherTD-2130Nに対応しました。

NEWモデル(サーマル<感熱>タイプ)

新のBCPOS Verである事
○○○ver5.0BCTD-2130NBrother

7(32bi
t)

対応Windows OS

7(64bi
t)

8
備考

BCPOS

動作Ver
型番メーカー

本体1.34kg質量

110(W)×215(D)×172(H)mm外形寸法(横幅×奥行き×高さ)

印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務にも最適。
300dpiの高解像度印刷で、小さな文字でもきれいに印刷可能。
さらに印字品質を高める品質優先モードも搭載。

新製品 ￥45,000-(税抜)

■対応OS/対応BCPOS バージョン表

型番TD-2130N 

製品名ｻｰﾏﾙﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ（USB/有線LAN）<brother> 

価格￥45,000-（税抜き）

Ver2.9-3.0 対応していません。
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レジ画面デザイン-① Ver5.0

レジ画面10キー部分とファンクションキーボタン、開始メニュー・設定メニュー等が角丸ボタン

へ変更。レジ画面10キー・明細項目行のカラー変更(10種類ｘ黒文字or白抜き文字=20パターンか

ら自由設定)

画面配色設定

（20パターン）

配色設定パターン

サンプルHTML表示

Ver2.9-3.0 対応していません。
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レジ画面デザイン-② Ver5.0

Ver2.9-3.0 対応していません。
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レジ画面（コード詳細表示機能）Ver5.0

Ver2.9-3.0 対応していません。

レジ画面で商品呼び出し後、対象商品の「No」をタッチすることで、10キー部分に商品

コード詳細・商品メモ・税区分を表示します。（SF 商デ＞SF稼動はVer4.0で対応済み）
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ラベル印字パターン増加 Ver5.0

※ 内、Ver2.9-3.0とVer5.0で印字が違います。

また、Ver2.9-3.0では売価の上部印字行数は2行です。
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ラベル印字パターン増加 Ver2.9-3.0

※ 内、Ver2.9-3.0とVer5.0で印字が違います。

また、Ver2.9-3.0では売価の上部印字行数は2行です。
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ラベル印字独立プログラム＆ラベル項目数増加 Ver5.0

今まで、ラベル印字を行うとレジ画面の操作ができませんでしたが、独立プログラムにする事で、

ラベル印刷中もレジ画面の操作が可能となりました。

また、別途商品リストの検索結果からラベルの発行が可能となりました。

ラベル項目数増加 Ver5.0

旧
ラ
ベ
ル

2行 有り/3行 有り 2行 なし/3行 なし2行 なし/3行 有り2行 有り/3行 なし

● 新ラベル見本

2行目及び3行目(追加)に設定から、印字したい項目を選択して印字できるようになりました。

Ver2.9-3.0 対応していません。
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商品リストラベル印字機能（仕入数分一括出力）
ver2.9-3.0 & ver5.0

商品リストの検索結果からラベルの発行が可能となりました。

① 商品（価格）一覧画面で、「ラベル用仕入商品一覧」に☑を入れます。

② 累計データの作成がPopUpで表示されますので、「日付範囲」のまま日付指定で、対

象仕入日を「日付指定」で設定し「F10実行」をクリックします。「確認」でデータ作成

終了件数が表示されますので、確認したら「OK」を押します。「累計データ作成」に戻り

ますので、そのまま「F1終了」をクリックします。

③ 「商品一覧」が表示されますので「F2ラ

ベル」をクリックしてラベルを発行します。

リスト表示された商品の仕入数分のラベルを

連続発行します。

※この間、レジ操作は可能です。
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商品リストラベル印字機能（在庫数分一括出力）
Ver2.9-3.0 & Ver5.0

商品リストの検索結果からラベルの発行が可能となりました。

① 商品（価格）一覧画面で、「商品価格一覧」に☑を入れ、「在庫表示メモ」を「在庫」

にし「F10実行」をクリックします。

※「在庫表示メモ」の「在庫」にチェックを入れない場合は、商品マスタの「バーコード

枚数」に設定された値が適用されます。（デフォルトが0でも1枚発行します）

③ 「商品一覧」が表示されますので「F2ラベル」をクリックしてラベルを発行します。

「在庫」の列に表示された在庫数分のラベルを連続発行します。

※この間、レジ操作は可能です。
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商品リストラベル印字機能（その他一括出力）
Ver2.9-3.0 & Ver5.0

商品(価格)一覧の検索機能を使って、様々なラベル印字用の絞込みが可能です。

一例として、「商品マスタ登録分・価格変更分のラベル一括出力」を掲載します。

③ 「商品一覧」が表示されますので「F2ラベル」をクリックしてラベルを発行します。

① 商品(価格)一覧画面で、「価格設定日」を「指定に」☑を入れて適用させる日付を指定します。

商品マスタの「価格設定日」は、

商品マスタ登録日または、価格を

変更した日付が適用されます。

（任意での変更は不可です）

■在庫数分発行の場合

「商品価格一覧」

在庫商メモ表示 ＞ 「在庫」

■商品マスタ「ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ枚数」分発行の場合

価格設定以外は、指定なし
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商品リストから商品マスタの呼出し機能
Ver2.9-3.0 & Ver5.0

商品リストの「商品価格一覧」に表示された、商品をダブルクリックする事で、選択された商品

の商品マスタを表示します。表示された商品マスタは変更等の編集が可能です。
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「税改正マスタ金額設定」プログラム
Ver2.9-3.0 & Ver5.0

税抜き価格を登録していない場合でも、現在価格から税抜き価格を算出し、新税率に合わせて商

品価格を算出するプログラムで、各種まるめ機能付きです。

また、「税改定後の値札」または、「現税率の値札」印字も選択でき、前もっての準備を可能と

しています。※詳細は、別途、税改正マスタ金額設定プログラムマニュアルを参照

■ プログラムの特長
・プライスラベルの張替え数が多い場合、一括でプライスラベルの印字できる。

(基本機能に追加 *弊社指定ラベルプリンター必須)

※ 税抜き対応
・現在、総額表示運用で｢税抜価格｣がメンテナンスされていなくても、現在の販売価格から｢税抜価格｣を安易に

作成ができる。
・｢税抜き価格｣の場合には、小計時に｢現在の消費税率｣×｢小計金額｣+｢まるめ処理｣が行える。

※総額表示対応
・事前に消費税改正後の販売価格を現在の商品マスタに持つ事ができ、税制改正日に一括変更ができる。

・税改正後の販売価格を条件検索で絞込み、1円・10円・100円単位の丸め作業を一括で行える。

・税制改正後のプライスカード・ラベルの印字を、税制改正日前に出力できる。

・同様の「本部消費税改正対応プログラム」（本部ツールは無償提供）で、全店一括変更が可能。
（店舗BCPOSは、 新のバージョンである必要があります）
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セット販売の仕様変更に伴う注意点‐①

【セット商品一覧】

① 右図商品を販売

「文具セットA」の商品マスタ

は金額が0円で、

各セット商品で値引を行ってい

ます。

上記方法だと、セット販売の売

価金額を合わせるのが大変

【販売画面 旧バージョン】

② 今までの販売画面には、

セットのマスタ(親)名称を表示

しています。

【販売画面 Ver5.0】

② Ver5.0では、販売画面に、

セットのマスタ(親)名称を表示

しません。

販売画面にセットマスタ(親)名称が表示されなくなりました。

（セットマスタ金額が0円の場合の表示例）

Ver2.9-3.0 は変更
ありません。
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セット販売の仕様変更に伴う注意点‐②

【セット商品一覧】

① 右図商品を販売

セットで販売の売価を先に決め

て、「文具セットA」の商品マ

スタを金額2,100円で設定

セットする商品は全て0円になる

ように値引

※上記の方法は、セット販売の

金額設定が楽。

【販売画面 旧バージョン】

② 今までの販売画面には、

セットのマスタ(親)名称を表示

しています。

【販売画面 Ver5.0】

② Ver5.0では、販売画面に、

セットのマスタ(親)名称を表示

しません。

セットマスタに売価金額をもっ

ていたので、合計金額が0円と

なってしまいます。

販売画面にセットマスタ(親)名称が表示されなくなりました。

（セットマスタ金額が有る場合の表示例）

注）上記のような設定をしてい

る場合には、セット販売の売価

が0円になってしまうので注意

が必要です。

Ver2.9-3.0 は変更
ありません。
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セット販売の仕様変更に伴う注意点‐①【修正方法】

変更に伴い、

Ⓐセット商品マスタ(親)名称が必要

Ⓑセット商品マスタ(親)に、金額が入っている
左記の場合には、CSVで修正してください。

CSVの解説

レジ画面の表示順

セットマスタ(親)コード
セット内訳

セット内訳の、各値引金額

① BCPOSフォルダ内＞SetMst.txt を開きます。

"表示順","セットマスタ商品コード","セットマスタ商品コード","値引金額 0"

"1","199000001000","199000001000","0"

②下記、法則のセットマスタコードを 上部に挿入して、各並び順を直してください。

③ 挿入見本（全てのセットが同じ法則です。セットマスタ商品コードX2 金額0円）

CSVの吐出し、取込方法は次項Ver2.9-3.0 は
変更ありません。

こちらの修正は、弊社カスタマーセンターへお問合せください。
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セット販売の仕様変更に伴う注意点‐②【修正方法】

CSVの吐出し、取込方法

① 開始メニュー＞F2管理画面＞セット登録＞F8 CSV＞

「テキストの切出し/取り込み」を実行して反映させてください。

Ver2.9-3.0 は変更
ありません。

こちらの修正は、弊社カスタマーセンターへお問合せください。


