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BCPOS Ver.7 更新履歴
※2016/7/1リリース後からの修正履歴

No 状態 プログラム 内容

1 2019/05/17　↓ Ver7.8.0　インストーラー、差分更新

2
機能追加
仕様変更
バグ修正

レジ画面

・税改正トレーニングモードに対応
・d払い、PayPayに対応
・フルセルフに対応
・仕入レシートに納品伝票日付、番号を印字するように対応
・日報に書く売掛回数を伝票数で表示する設定に追加
・商品呼出し時に該当の商品が存在しなかった時のメッセージ表示を統合
・領収書の内訳欄を画面から入力できるように対応
・領収書の”内消費税”印字を”消費税”に変更（縦横両方）
・小計画面から戻らずに商品券を追加できるように対応
・簡易商品登録の商品名に部門名を表示するように仕様変更
・現計時に音を出せるように対応
・移動時にもラベル発行できるように対応
・移動処理時も単品詳細表示するように対応
・小計割引率手入力設定の画面にテンキーを追加
・外税時の小計金額以上の非課税値引後のクレジット使用をできるように対応
・例：外税1000円 税80円 合計1080円で1000円非課税値引を使用して残りの税金80円をクレジット処理しようとすると、エラーになっていたのを処理できるように対応
・レジ画面終了時に指定したプログラムを起動する設定追加（Bcpos.ini　[Kihon]　EndedStartExeName=）
・小計画面の詳細表示タッチで他の内容に切り替えられるように対応
・小計画面の入力フィールドを少し広げた
・仕入時に内税の税金額をジャーナル伝票の内税税金に書くように修正
・仕入消費税使用する設定で複数税率時に整合性が取れないため「SF8税金」を非表示に変更
・Ver7.6.1から自動釣銭機使用かつ入金確定の時に、担当者入力強制ができなくなっていたのを修正
・ＥＣデータ呼出しで商品コードが入ってない明細があるとその明細以降が呼び出されないのを修正
・合計以上の商品券使用すると、日報の商品券釣銭に書かれるが、預りを入れるとその分も足されて書かれてしまうのを修正
・商品名カナにﾁｹｯﾄと入っていると免税できなかったのを修正
・レジ画面の管理ページから商品メニュー登録、ショップページ、認証設定を選択すると、カーソルが入力フィールドに戻っていなかったのを修正
・消耗品、一般品、免税除外が１伝票で混在する時に免税すると、日報の税額、税対象額が２倍で更新されてしまっていたのを修正
・自動釣銭機使用時で「SF1出金」で排出エラーになった場合でも、出金したことになっていたので、更新しないように修正
・外税モードの時に領収書を印字すると、オペレーションログの金額が税込金額にさらに税金を足したものを書いていたので修正
・データベースを移行した影響で買取保留の呼び出しで商品の表示される順序が異なることがあったので修正
・ハイフン("-")が入った商品コードの場合、セット商品が呼び出しできないのを修正
・部門売りかつ伝票返品かつBumonPriceChg=Yesの時に単品値引額がおかしかったのを修正

3 機能追加 データ更新 次の改正日（2019/10/01）を設定するように対応

4 機能追加 開始メニュー ・Web系が軽減税率対応版であればWebAdminを起動
・セカンドディスプレイ設定、決済連携設定のプログラムが入っていない場合は表示しないように対応

5 機能追加 消費税設定 軽減税率対応のため、レイアウト等変更

6 機能追加
バグ修正

レシート再発行
・d払い、PayPayを表示するように対応
・顧客名の16Byte目が全角だと全く違う表示になるのを修正

7 バグ修正 棚卸手入力 品番にインストアコードを入力して検索した時に、枝番が順番に出てこないのと、50行までしか表示されていなかったのを修正

8 バグ修正 あっと免税連携 連携できないことがあったのを修正

9 機能追加
バグ修正

ObcConv

・品状態により仕入区分を変更する機能追加
・商品区分を出力できるように対応
・商品マスタ出力にサブジャンルを追加
・商品マスタの出力時に型番とメーカーを追加
・TV設定で初回の得意先マスタがエラーになるのを修正
・TV設定で顧客コードが空なら店舗別にデフォルトの顧客コードを出力ように対応
・奉行側マスタの商品コード２、商品コード３、印刷用商品コードを取り込めるように対応
・外税商品コード書出がZEI固定になっているので設定を反映するように対応
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10 機能追加
バグ修正

OukenConv

・ジャーナルテーブルのカラムを増やすとエラーで作成できないのを修正
・伝票出力でユニーク伝票番号の追加
・日付ごとにファイルを出力する機能を追加
・廃棄処理対応
・TenpoVisorのCSV変換に対応

11 機能追加 決済連携設定 基本設定内にあったものを独立させた

12 機能追加
J-Mups連携
Verifone連携

端末を操作してくださいの下に各決済ブランドのロゴを出すように対応

13 機能追加 顧客登録 日付部分の新元号対応

14 機能追加 ハンディ反映 軽減税率対応（仕入）

15 機能追加 商品登録 軽減税率を使用する場合は、部門税率を見て自動計算するように対応

16 バグ修正 EcFTP 起動時にエラーになることがあったのを修正

17 機能追加 日・月・年報

・軽減税率対応として、売上除外の計算方法を変更
　非総額は除外後税込が除外後税抜から税込に計算した値、総額は除外後税抜が除外後税込から税抜に計算した値で表示している
　複数税率だと合計から計算できないため、明細から計算したものを表示するように変更
　※明細からの積み上げになるので、同じ金額でも今までとは金額が変わります
・仕入消費税の表示
　仕入消費税使用する設定のみ消費税を表示
　下部にも税種毎に表示
・d払い、PayPayを表示するように対応

18 機能追加
バグ修正

PcaConv
・マスタをPCAから取り込む機能の追加
・売上明細出力で税抜時ポイント値引を税込から引く設定を見るように対応
・TicketNotOutPut の2と3が効かないのを修正

19 仕様変更 EC自動取込 受注日の税率で処理するように対応

20 機能追加 商品リスト ラベルの消費税を英語で印字できるように設定にて対応

21 機能追加
バグ修正

全般設定 ・初期タブに現計音設定を追加
・メニューバーにある単品詳細フィールド表示と商品単品詳細表示の設定が逆になっていたのと、商品単品詳細表示の書き込みが間違っていたのを修正

22 機能追加 セカンドディスプレイ設定 フルセルフ設定追加

23 機能追加 ジャーナル点検 d払い、PayPayを表示するように対応

24 機能追加 WeChatPay連携  トレーニングモード時にバーコードスキャン画面で「デモモード」と出すように対応

25 機能追加 棚卸一覧 カスタマイズ対応（旧バージョンのマージ）

26 バグ修正 EatInPrint 伝票印刷だとフッターに伝票Noを印字する設定が効いていないのを修正

27 仕様変更 追加設定 [増設LANプリンタ使用]を[キッチンプリンタ使用]に変更

28 機能追加 売上売価評価一覧 ・軽減税率対応
　総額モード、仕入外税強制表示する、粗利計算標準原価設定時に、画面に仕入値税込表示が追加されるので、仕入値をジャーナル明細の税率で計算するように変更

29 機能追加 バーコード印刷 メニューの設定の中に使用税率を追加し、基本税率か部門税率の選択式に変更（軽減税率使用する設定だと、デフォルト部門税率とする）

30 2019/03/18　↓ Ver7.6.1　インストーラー、差分更新

31 バグ修正 HT→実棚取込（Handy.exe） [HT→実棚取込]ボタンより取り込む際に、取り込むdatファイルにマスタ未登録が存在する場合、
同じdatファイルをもう一度取り込んでしまうバグを修正

32 2018/11/28　↓ Ver7.6.1　インストーラー、差分更新
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33
機能追加
仕様変更
バグ修正

レジ画面

・詰め合わせ機能対応
・領収書にて横印字、控え印字、印字税の申告納付、現金とクレジットの内訳、宛名の手入力に対応
・釣銭機使用時、レジ起動からそのまま釣銭投入可能に
・クレジット決済連動時、クレジットマスタで決済種別を設定している場合はクレジットカード会社画面で決済種別を選択できない様に変更
・精算レシート（Zレシート）機能対応
・後会計機能対応
・釣銭機使用時現計時の釣銭を出すタイミングを釣銭機→レシートの順番へ変更
・セミセルフ使用時にSF10釣銭ボタンはセカンドディスプレイ側に表示するように変更
・小計画面を動かせないように変更
・月次、週次のバックアップにtchbtnとtchtabを追加
・グローリーのみエラー解除ガイダンスを表示する（預かり金を計数中のエラーのみ）
・セミセルフにクレジットカード決済と銀聯決済を追加
・セミセルフの現金で既にセミセルフを押されているときに再度セミセルフを押すと一部表示がおかしかったのを修正
・釣銭機（入金確定）使用時で現金を預り後、売掛ボタンを押しても現計されないのを修正
・富士電機の釣銭機を使用 かつ 入金確定 かつ 預りボタンを押さずに小計画面で中止を押すとエラーが表示されていたのを修正
・総額モードで販売保留を行うとレシートの内消費税が0で印字されていたのを修正

34 機能追加
バグ修正

基本設定

・釣銭機の設定がうまくできないことがあったのを修正
・委託仕入使用の設定がおかしかったのを修正
・顧客タブの顧客稼動実績本数カウントの「商品件数」が「商品券数」になっていたので修正
・精算レシート設定追加
・領収書の横印字、控え印字、印字税の申告納付の設定追加

35 機能追加 日報

・F1日付ボタンを戻るボタンに変更
・釣銭機の入金機能実装
・セミセルフ時セカンドディスプレイ側に表示するように対応
・精算レシート機能に対応

36 機能追加 EatInPrint 後会計に対応

37 バグ修正 ハンディ反映
・仕入/移動を追加コードごとにまとめて取り込むようにしたが、日報の伝票数と仕入来客数が商品数になっていたのを修正
・「取込金額設定」を単価にしても合計金額で取り込まれていたのを修正
・返品がうまく取り込めていなかったのを修正

38 機能追加
バグ修正

レシート再発行
・詰め合わせ機能に対応
・単価にマスタの定価を印字する設定時に、販売以外は金額÷数量で印字するように対応
・部門売りの移動処理時にコードが正しくなかったのを修正

39 機能追加 HoryuT.dll 後会計に対応

40 機能追加 ジャーナル点検 ・領収書の宛名を入力した場合、業務処理表示するで入力した宛名を表示するように対応
・詰め合わせ機能に対応

41 機能追加 Alipay連携 決済途中で通信切断やタイムアウトが発生した場合の動作を改善

42 機能追加 セカンドディスプレイ設定 セミセルフ設定にクレジットカード決済と銀聯決済を追加

43 機能追加 追加基本設定 後会計設定追加

44 仕様変更 ネクストエンジン連携 ネクストエンジン側の仕様が変更になり、ログイン方法を変更

45 バグ修正 部門集計一覧 最終単価法を指定したとき数の集計が正しくされていなかったのを修正

46 バグ修正 棚卸手入力 旧バージョンカスタマイズの仕入非表示設定が漏れていたので対応

47 仕様変更
MakeShop連携
（Eccsv、EcMakeShop、EcZaiko） MakeShop側が急に仕様変更して連携できなくなったため対応

48 機能追加 ObcConv
・商品マスタを商蔵から取り込む機能追加
・BCPOSから商品マスタCSVを出力する際に、価格を割り当てられるように対応
・PCA同様に売上/仕入でOBC側の部門に固定値を出力する設定追加

49 機能追加 PcaConv ・TV変換時に商品名を36文字でカットするように対応
・連動形式がJANの場合のみ設定にて「0 + 部門コード + BUMONU000」で出力するように対応

50 バグ修正 商品別売上一覧 業者委託商品がDM連動していなかったのを修正

51 バグ修正 売上一覧 移動入の場合に在庫の値が出力されていなかったのを修正
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52 機能追加 データリストア ・誤操作防止のため背景色変更
・続けて作業できるように終了させないように変更

53 バグ修正 WebMstIn GMファイル取込時に、メーカー名にシングルコーテーションがあるとエラーで取り込めていなかったのを修正

54 仕様変更 バックアップ 排他制御時の親子の判断をデータ設定で設定した値で判断するように変更

55 バグ修正 商品テキスト取込 定価、売価が同じ場合は価格設定日変更しないチェックが効いていなかったのを修正

56 機能追加 BcGin、EcGin JAN・インストア・バーコードの重複チェック、JANのチェックデジットのチェック機能を追加

57 2018/6/4　↓ Ver7.6.0　インストーラー、差分更新

58
機能追加
仕様変更
バグ修正

レジ画面

・セミセルフ機能追加
・Alipay決済連携追加
・免税合算機能追加
・セカンドディスプレイにWebページを表示可能に
・ミックス販売で同一商品1行表示と数量変更可能に
・ミックス販売にて期間指定を追加
・Verifone決済連携（クレジットと銀聯のみです）
・２階層目のメニューを閉じない設定追加
・商品メニューのその他に「PageUp」、「PageDown」と登録することでキーボードと同じ数量アップ、ダウンが可能（登録文字は大文字小文字関係ありません）
・商品登録の枝番指定設定（GEntryNewEda）をレジ画面の簡易商品登録にも適用
・商品券の金変は必ずマイナス金額になるように変更
・金変時、タッチパネルの-（マイナス）押下を可能に対応
・デンソーのFC1-QOPUでパスポート情報を読めるように対応（※別途設定が必要です）
・セカンドディスプレイ使用時でクレジット利用時にセカンドディスプレイにクレジット会社名を表示するように変更（設定なくクレジット会社名で表示されますので注意してください）

・数量変更時にゼロ除算エラーが表示することがあったので修正
・小計画面で金額調整やクレジット入力をした後、商品券ボタンを押すと、「入力した項目は無効になります」のメッセージが裏に隠れてしまうことがあったのを修正
・Ver5からNyukinKind=1以上の設定で、顧客なしの保留を呼び出した後、預かり金がある顧客を呼ぶと、選択している商品が消えて預かり金が追加されるのを修正
・複数明細 かつ 小計値引又はポイント値引を使用すると粗利に誤差が発生していたのを修正
・中古の商品 かつ 商品名が長い（37文字以上）と免税した現計時にエラーになっていたのを修正
・VipMemberPriceUse=Yes かつ ポイント共有使用する かつ 他店会員を呼び出した場合、ファンクションキーの表示が変わらないのを修正
・クレジット画面を変更した影響で、先に預り金を入力した場合クレジット会社選択画面のクレジット金額から引かれてないのを修正
・セカンドディスプレイに移動時も合計金額が表示していたため修正
・値引理由選択画面が4行に減ってしまっていたので、今まで通り7行に修正

59 機能追加
仕様変更

基本設定
管理画面
各種マスタ

デザイン変更

60 機能追加
バグ修正

WebMstIn ・タスクバーに表示しているアイコンをクリックすることで取込中の進捗を表示するように対応
・操作処理が3の削除データでも取り込んでしまっていたのを修正

61 機能追加 商品メニュー登録
・デザイン変更
・タブ移動可能に

62 機能追加 バックアップ シャットダウン機能で複数台使用時は排他制御をするように対応

63 機能追加 開始メニュー 親機のiniをTenpoVisorにアップ

64 機能追加
バグ修正

商品リスト
・Litefree版で商品メニューに登録しなくてもクリックして登録することで呼び出し可能に
・ラベル用仕入商品一覧で条件が効いていなかったのを修正

65 機能追加 委託商品一覧 テキスト出力追加

66 バグ修正 月報 日別で粗利を表示させたときに100番台の部門が集計されなくなっていたのを修正

67 バグ修正 年報 部門コード999の粗利が日別、月別で加算されていなかったのを修正

68 機能追加 ログテキスト変換 ファイル名指定設定使用時にファイル名に日付を付加する設定追加

69 バグ修正 商品登録 マイナス金額の商品を登録したあと、続けて他の商品の登録をすると金額がマイナスで登録されてしまうのを修正

70 機能追加 仕入先リスト テキストの出力と取込を追加

71 機能追加 顧客テキスト切出・合併 画面のチェックを保存するように対応

72 機能追加 商品テキスト切出・合併 TenpoVisorと同様にコード重複チェック、チェックデジットのチェックの機能を追加
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73 機能追加 ハンディ反映 仕入、移出、移入 の場合追加コード毎にまとめて取り込むように対応
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74 2018/1/24　↓ Ver7.5.1　インストーラー、差分更新

75
機能追加
仕様変更
バグ修正

レジ画面

・Bitcoinの返金に対応
・Bitcoinの流れを少し変更
・決済連動系の設定時に、連動しないで処理するチェックを逆に変更
・免税時の消耗品の販売合計額が50万円、一般物品の販売合計が100万円を超えた時のメッセージが表示されなくなっていたのを修正
・トレーニングモードであっと免税連携すると免税額、免税対象額の合計金額が0になってしまっていたのを修正
・自動釣銭機の入金確定モードで、返品時に預りボタンを押すと自動釣銭機から出金されないのを修正
・金変中に確定せずに小計に行くと金返前の金額で小計に行き、現計すると金変後の金額で処理されてしまっていたのを修正
・TenpoVisorから顧客名のみ取得する設定でランクも取得できるように変更
・自動釣銭機を使用している場合、基本設定＞メニューバー＞ドロア使用しないでF10釣銭ボタンを表示させないように対応
・外税か内税（税抜ポイント対象）にて、現金+クレジット処理時、特定の条件で加算ポイントが1P少なくなるのを修正
・シチズンのプリンタで複数枚印刷するとエラーになる件を対応

76 機能追加 Transmit ログ追加

77 機能追加 EC自動取込 削除の仕様を伝票かその商品かを選択して削除する仕様に変更

78 バグ修正 ログテキスト変換 伝票レコードが重複する現象を修正

79 バグ修正
Web仕入取込
Web移動取込

取り込む商品マスタのメーカー名にシングルコーテーションがついているとエラーになっていたため修正

80 バグ修正 棚卸手入力 コード重複選択画面でどれを選択しても最後の商品になってしまっていたのを修正

81 バグ修正 ECサイト連動設定 基本設定のVer7.09で初期2を更新すると、EC設定のボタンが無効になってしまうのを修正

82 機能追加 Webcsv Bitcoin返金に対応

83 機能追加
日報
月報
年報

Bitcoin返金項目追加

84 2017/12/22　↓ Ver7.5.0.3　差分更新

85 バグ修正 レジ画面 総額(内税）モード かつ ポイント付加金額を税込 かつ チケット値引(内税)、F6値引(内税)にした時に
チケット値引を強制的に税抜にして対象額から引いていたため、加算ポイントが多くなってしまっていたのを修正

86 バグ修正 セカンドディスプレイ セカンドディスプレイのお釣の中国語が間違っているとのことで、インタセクトに聞いて中国語と韓国語をすべて見直ししてもらった。
言語の部分のみを修正するツールを作成。

87 バグ修正 基本設定 Bitcoin用の設定ファイルがない状態で使用するで更新すると、接続サーバがテスト環境になってしまっていたのを修正

88 バグ修正 開始メニュー 前回F4とF5、商品マスタユーティリティのデザインを他と合わせた影響で、F5オンラインのF10を押しても機能してなかったのを修正
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89 2017/11/28　↓ Ver7.5.0　インストーラー、差分更新

90
機能追加
仕様変更
バグ修正

レジ画面

・セカンドディスプレイ対応
・Bitcoin対応
・「REPRINT」というコードで直前レシート発行と同じ動きになるように対応。
　「REPRINT」を商品メニューのその他に登録して使用可能。
・NONPLU/部門売で部門マスタの条件種別での割引/値引有効にする設定追加（GenreConditionDiscount=Yes）
　→非総額 販売：条件種別/金額4
　　 総額 販売：条件種別/金額10　→　使用価格が金額9の設定でも10を使用しています
　　元から総額モードかつ条件種別10の設定が無い時は条件種別4を参照するようになっている
・小計割引％を入力できる設定（SyokeiWaribikiInput=Yes）で画面の文字入力を数値入力に変更
・現計時担当者強制入力の設定がある場合は出金でも入力必須になるように対応
・インストア検索で大文字小文字判断しないで検索可能に対応
　→Ver7.4.1で対応したが件数が多いと遅いため、7.5.0ではインデックスをつけて早くした
・オーダリング連携で0円商品表示しない設定で、会計時に0円商品が多いとエラーになっていたのを修正
・月次/週更新のバックアップでディレクトリが存在しない場合の動作を修正 
・総額 かつ ログに単価を税抜 かつ サービス かつ 伝票返品した場合に
　日報の売上金額が正しく相殺されないため、サービスが含まれる伝票は伝返できないように修正
・F6値引、F7チケットがある返品伝票を再度伝票返品で呼び出す(販売)と
　Ｆ6値引、Ｆ7チケットの明細が返品状態のままとなっていたため修正
・売掛時の第2コードがJANになってしまうのを修正（Ver4からのバグ）
・領収書で合計金額0円の伝票を検索すると「旧バージョンからの移行データでは・・・」のメッセージが表示されるため、
　合計金額が0でない かつ journal_denpyo_taxが無い時にメッセージを表示するように修正。
　また、伝票指定でなく直近の伝票を表示する時は合計金額0円の伝票は表示されないように修正。
・あっと免税連携時のみ免税ボタンにあっと免税のアイコンを表示

91 機能追加 PcaConv

・TV変換時の部門コードと倉庫コードを任意の値にできるように対応
　→F5明細設定の「他店舗集計設定：する」のF5顧客から部門コードと倉庫コードを設定
・API連携のみPCA側の連番で採番するように対応
　→備考や適用名等にBCPOS側の伝票Noを念のため入れています

92 バグ修正 日報

・画面下部に表示している非課税売上の項目名が58mm・80mm共にずれていたのを修正

レーザー印刷にて以下不具合の修正
・80mm設定設定だと一番最初の項目名が印字されていなかったのを修正
・58mm・80mm共に販売と買取の客数を分けて表示する設定だと買取分の来客数、平均単価を印字していなかったのを
　ヘッダーに印字する様に対応
・WeChatPayの回数、金額が左にずれていたのを修正

93 バグ修正 コード検索在庫一覧 ソート順を商品コード順にしても、商品コード順になっていなかったのを修正

94 バグ修正 各種マスタ 部門詳細で1件も登録がない状態でタッチフォームを起動するとエラーになっていたため修正

95 機能追加
WebMstIn
WebCsv

TenpoVisorから取り込んだ商品マスタはWebCsvでは出力していないが、
販管連携時には出力したいため、出力されるように対応。

96 機能追加 開始メニュー

・F4とF5、商品マスタユーティリティのデザインを他と合わせた。
・全般設定内にセカンドディスプレイボタン追加
・セカンドディスプレイを使用する設定がある場合は、起動時にSecondDisplay.exeを起動するように対応
・みせめぐボタンが他のフォント色と違っていたので他と合わせた

97 機能追加 棚卸締処理 起動時にhandyテーブルの件数を確認して、0件ならメッセージ表示して終了するように対応。

98 バグ修正 Eccsv まごの手の設定だと当日起動回数が更新されずにファイル名の連番が同じままでファイルが上書きされてしまうのを修正

99 バグ修正 月報 80mmレシートで余白設定をしていると、日別印刷にて印字がおかしくなるのを修正

100 機能追加 商品リスト ラベル金額を総額で税抜を印字する設定時に、レジ画面からマスタを変更して印字した場合は変更した金額を印字するように対応

101 機能追加 消費税設定
・ボタン部品変更
・ログを取るように対応
・税率に文字ボタン（数字のみ）を使えるようにした
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102 バグ修正 WebCsv 同じ名前のメーカー名でメーカーJAN、特売条件に違いがあった場合は、違うものとみなされて同じ伝票を2回出力してしまうのを修正

103 機能追加 WeChatPay連携 セカンドディスプレイにレートを表示するために改修

104 バグ修正 レシート再発行 JRTAカスタマイズ修正

105 機能追加 基本設定

・ボタン部品変更
・ログを取るように対応
・初期2　-　追加基本設定にあった型番印字を第2商品コード設定に追加
・小計　-　客数入力と客数強制入力追加
・決済連携　-　dllがあればBitcoin、Verifoneの設定が出るようにした
・機種　-　ラベル印字調整のリストでも文字ボタン（数字のみ）を使えるようにした
・業種OP　-　リサイクルにチェックして更新するとリサイクルタブ表示（今までは再起動しないと表示してなかった）
・リサイクル　-　必要ないのを削除し、レイアウト変更

106 機能追加 OukenConv ・NONPLUを出力しない設定を追加
・F3フォーマットボタンからOukenConv_New.exeとの切り替え

107 機能追加 OukenConv_New ・新しいフォーマット（いろいろ結合して出力し、大臣側で紐づけを行う）
・・F3フォーマットボタンからOukenConv.exeとの切り替え

108 機能追加 セカンドディスプレイ設定 セカンドディスプレイの設定をする新規プログラム。開始メニューから起動可能。

109 仕様漏れ インストーラー 旧バージョンからのバージョンアップでTV系のフォルダを作成していなかったので作成するように対応

110 機能追加 追加基本設定

・ボタン部品変更
・ログを取るように対応
・型番印字をKihonSetに移動したため削除
・スリッププリンタ設定削除

111 機能追加 PcaConv 商品券を出力しない設定（TicketNotOutPut=1）でもチケット値引は出力するように対応

112 機能追加 PcaConv 要望対応（ID:3412）売上明細の原単価に出力する値を移動平均で出力できるように画面内に設定追加

113 バグ修正 WebMstIn 120万件のCSVファイルを読み込むとエラーになっていたので修正

114 機能追加 ObcConv 商品券を出力しない設定（TicketNotOutPut=1）でもチケット値引は出力するように対応

115 機能追加 PcaConv ・API連携のマスタ連携で、最終連番にしても最初の1件は登録されるが、残りはすべてその1件に上書きされていってしまってたのを修正
・最初の1件目で取得した部門と仕入先ですべて登録していたので修正

116 バグ修正 WebZaiko 移動平均が小数点以下まで出力されていたので、今まで通り切り捨てて出力するように修正

117 バグ修正 差分調整 棚卸開始日よりレジ処理がないとマイナスデータを削除していなかったので修正

118 バグ修正 ハンディ反映 取り込みファイル指定をハンディデータにして在庫にすると取り込みが1行目で停止していたのを修正

119 バグ修正
WebCsv
WcsvDset 販管連携時のポイント値引、小計後値引の税種別が0固定で出力しているため、総額設定なら内税の1で出力するように変更

120 バグ修正 ObcConv 商品券のコード体系がマスタと明細で違っていたためマスタを明細に合わせた

121 機能追加 レシート再発行
以前カスタマイズで通常のレシート再発行とは別に、タイトルとフッターを別設定にて印字できるようにプログラムを分けて対応した。
Ver7ではSaihatsu.exeにて引数で分けるように対応する。

122 機能追加 レシート再発行 割引％表示がするの設定時のみ、割引率のみ印字するように対応

123 機能追加 オーダリング連携 要望対応（ID:3399）BcOrderIF.exeを直接起動して、品切残数リセットできるように対応

124 機能追加 WeChatPay連携 連動しないで決済できるようにチェックボックス追加

125 機能追加 WebMstIn 取り込んだCSVのバックアップを取るように対応。起動時に30日以前のファイルは削除。

126 機能追加 バックアップ LOGフォルダもバックアップするように対応
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127 2017/7/25　↓ Ver7.4.0　インストーラー、差分更新

128
機能追加
仕様変更
バグ

レジ画面

・商品券の販売保留に対応（F6値引、F7チケットは非対応）
・商品メニューの2階層目機能追加
・商品メニューに画像表示機能追加
・ポイント率自動設定に対応
　→基本設定ポイントタブよりポイント率自動設定ボタンから期間範囲、曜日指定でポイント率を自動変更する機能
・ラベルプリンタを機種名でiniに保存して、機種名から印刷するように変更
　→今まではプリンタのインデックスを保存していたため、プリンタを追加するとラベルプリンタから印刷されなかった
・商品詳細を常に表示する設定追加
　→商品を呼び出したときに必ず表示する
・単品値引をして保留したものを呼び出して処理した場合、値引率のみレシート印字に対応
・雑誌、書籍の免税区分が消耗品固定となっていたため部門をみるか、部門がなければ一般品とするように修正
・Litefreeでコード重複選択画面から選択した商品が商品メニューに登録が無くても呼び出せてしまうのを修正
・シチズンのレシートプリンタで領収書を余白設定5で印刷すると金額が右寄りになるのを修正
・産直締めフラグONかつ営業日が前日でレジ画面起動すると営業日指定画面でキャンセルできてしまうのを修正
・メイン画面でSF10売掛を実行するとドロアが開くのを修正
・ドロアオープン時に担当者入力する設定時に、SF10釣銭ボタンでも担当者入力させるように対応
・ECデータ一覧で検索機能追加
・時間別集計の来客数_販売が書かれなくなっていたのを修正

129 バグ WebMstIn アパレボ連携でIDファイルを移動保留に取り込む設定時に、IDファイルが削除されないのを修正

130 仕様変更 開始メニュー、基本設定
・基本設定のみせめぐの店舗IDの登録を止め、契約しているかしていないかの設定に変更
・開始メニューのみせめぐボタンで契約していない場合は、みせめぐHPを表示、している場合はみせめぐ管理画面を表示

131 機能追加 顧客登録 顧客移行したらTenpoVisorも移行されるように対応（Bcpoint.iniが必要）

132 バグ レシート再発行 シチズンプリンタだとタイトルが左寄りになるのを修正

133 機能追加 オーダリング連携
・複数台で使用時に、同じオーダーNoを呼べないように制御
・BcOrderIF.exeを直接起動すると、未収一覧を表示させ、オーダーNoを入力して未収消込ボタンで消し込みを行うように対応

134 バグ 顧客テキスト切出・合併 日付項目がNullのCSVファイルを取り込みしても空欄にならないのを修正

135 バグ

WebIIn、WebSIn、EcAutoIn、
Ex_Order、Ginclude、HandyPos、
Nippoh、Toiawase、GMaster、
GPchg、GZeikomi、HoryuT
EatInPrint

トレーニングモードで処理があった場合にトレーニングモードの伝票番号を取得して書き込んでしまうのを修正

136 バグ Eccsv 2017/5/18修正版だとzaikoRobot連携でCSVが出力されなくなっていたので修正

137 バグ 売上一覧 廃棄処理の商品名が「該当商品無し」になってしまうのを修正
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138 2017/5/23　↓ Ver7.3.2　インストーラー、差分更新

139
機能追加
仕様変更
バグ

レジ画面

【機能追加/仕様変更】
・販売画面と小計画面の左上に現金のポイント率を表示
・WeChatPay使用時にカスタマに「Please scan barcode  the smartphone.」と表示するよう対応
・小計画面クレジットのUI変更
・簡易商品登録のインストアコードを常時表示するように変更
・顧客名を印字しない設定にしてもサービス券には印字されていたので印字しないように対応
・局別に釣銭準備金を書き込む設定に対応（上記対応した日報が必要）
・ポイント共有時に取得した名前を小計前に表示するように対応
・TenpoVisorから顧客名のみ取得して表示する機能で、他店検索も使用できるように変更

【バグ修正】
・買取保留をバーコードで呼び出すと呼び出した時に保留データが削除されるのを修正
・小計画面必須の設定にしてもメイン画面のSF10売掛ボタンが押せてしまうのを修正
・リサイクル枝番000登録しない設定でも簡易商品登録でマスタは登録されないがgoods_ope_historyには枝番000が登録されてしまうのを修正
・天気を決定してレジ画面を開き直すと違う天気が選択されてしまうのを修正
・ポイント喪失時に同時にポイント修正を行うと手入力したポイントが反映されないのを修正
・総額表示かつ仕入/買取かつ強制内税設定でSF1ラベル印刷すると税種別が外税になってしまうのを修正
・NonPluの先頭コードを1桁で使う設定かつ販売保留から呼び出した場合にジャーナル明細の仕入先が0になるのを修正
・商品検索画面でEnterキーを使用して検索するとおかしな動きになっていたので修正
・顧客詳細情報画面から顧客購買履歴、顧客カルテを実行してから閉じると開始メニューが前にきてしまうのを修正
・オーダリング連携でオーダー端末で入れた客数が日報に反映されないのを修正
・保証書印刷機能（GuaranteePrn=Yes）で保証書に店舗名/店舗ロゴが印字されないのを修正
・クレジットポイント対象としない設定で一部クレジットで会計するとポイントが付いてしまうのを修正
・仕入情報入力画面で発注番号の入力欄が8桁入力できるのに、７桁までしか表示されてなかったので修正
・一般品で部門売りを免税販売したものを伝票返品で呼び出すと消耗品になってしまっていたので修正

140 仕様変更
機能追加

インストーラー
（Setup.exe、Setpos.exe）

標準レシートプリンターをFPからシチズンに変更
Fujitsuドライバのインストールはされません（TOOLにドライバは残してあります）

141 機能追加
（仕様変更）

商品登録
枝番登録機能はDB移行時にレンタル機能かつ複雑なため外したが、要望が多いため仕様を変更して復活させた。
付加入力コード指定を外し、以前は画面に表示しているマスタを変更し、登録前に枝番追加すると、
元は登録されないが、枝番の方は変更分が適用されていたが、今回はどちらも適用されない。

142 バグ Eccsv
同じデータが何度も出力される現象を修正。
原因はiniの営業日が変わってCSVを出力する際、EC受注伝票処理のみだった場合はCSVを出力せずiniだけ更新するが、
伝票Noのみ更新して、営業日を更新していなかったため、前日分が再度出力されてしまっていた。

143 バグ 日報
・日報に表示している日報日時は複数局あった場合に、どの局が取得されるかわからない状態になっていたため、
最新を取得するように修正。自局で見た場合は自局の更新日時を表示。
・Windowsの日付設定により時刻がうまく取得できないことがあったので修正。

144 機能追加 基本設定
ジャーナルプリンタの機種名が「CT253」ならシチズンと判断して、
レシート幅を80mm、58mmに変更した場合にコマンドを送るように対応。

145 仕様変更 Webcsv

下記産直の締め処理が上がらない原因がほぼ特定でき、原因が日報を印刷するとWebcsvを起動するようになっている。
Webcsvはデフォルト起動後1分は処理を受け付けずスキップする仕様になっていたため、
日報印刷後1分以内に締め処理を行っても上がらない。
内部的に1分ではなく1秒に変更。

146 機能追加 開始メニュー 産直の締め処理が上がらない現象が発生し、原因不明なため締め部分のみログを残すように対応

147 機能追加 Eccsv

ネクストエンジン連携で引き当て待ちに対応するため、設定にて在庫がない商品の在庫が増える返品以外の処理時に
処理数をそのまま出力するように対応（詳しくは要望書：3341）
Eccsv.ini
[ECCSV]
OUTMINUSZAIKO=YES

148 仕様変更 日報

複数台で日報の釣銭固定ボタンを使用すると、最初に起動した端末が全体日報（局0）と自局日報の釣銭準備金に設定した値を書き込み、
2番目以降に起動した端末は自局日報に準備金が書かれない現象になっているので仕様を変更。
つり銭準備金と在高は同じDBだが全体として局0で持っていたのをやめる。
全体で表示した場合でも釣銭や在高を入力は自局に書き、表示は局を足して表示するように変更。
固定ボタンの設定も自局用に変更（レジ画面Ver7.3.2じゃないと機能しません）
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149 バグ Eccsv
同じデータが何度も出力される現象が発生し、原因不明のためログにプログラムバージョン、
ini読み込み、書き込み時に前回起動日付と出力済み伝票番号と実営業日を残すように対応
ini読み込み、書き込み時ができなかった場合はエラーメッセージを表示し、EcCsv.iniをEcCsvBakフォルダにリネームしてコピーする

150 機能追加 データリストア リストア対象データ に個別選択を表示

151 バグ 商品券マスタ登録
種別がチケットの登録済み商品券をダブルクリックで呼び出すと税種別が1:内税で表示され、
種別がチケット値引の商品券を呼び出すと税種別が2:非課税で表示されてしまっていたのを修正

152 仕様変更
バグ

PcaConv

・PcaUriageDenku=1の時に、クレジット+売掛の伝区がクレジットとしていたが売掛に変更
・連携にはまったく問題ないが、仕入明細に仕入先名が出力されなくなっていたので修正
・PcaUriageDenku=1の時に現金+売掛だと現金分を入金明細として出力するが、販売明細数分の入金が出力してしまっていたので修正
・TenpoVisor変換で元から売掛が出力されていなかったので修正
・PcaUriageDenku=1の時にTV変換は入金明細が出力されていなかったのを修正
・クレジット売上でBCPOS変換はプロジェクトコードにクレジット会社Noを出力しているがTV変換では出力されていなかったので修正

153 機能追加 Webポイント設定

・顧客名のみ表示する設定追加
・会社コードはUpset.iniから取得し、その会社コードからURLを取得するように対応
　（TenpoVisorから取得するためネット接続必須）
　URLをDBに保存し、子機では入力しなくてもよいが親機から設定が必要
　エラーの場合はURLのみ手動登録可能

154 バグ 月報 当初から天気の14晴＆雪が抜けていたため修正

155 仕様変更 各種マスタ 部門マスタで部門コードが未入力の場合に「エラー」というコードでレコードを残していたが、残さないように変更

156 2017/3/15　↓ Ver7.3.1　差分更新のみ

157 バグ
月報
年報
日報

クレジット売上がある日だと、表示のみ天気と金種を初期化してしまっていたので修正
同様に月報、年報は日別で天気を表示していて、クレジット売上がある日だと不明と表示されていたので修正

158 バグ レジ画面 買取画面の簡易商品登録で正しい連番が生成されない事があるのを修正

159 2017/3/1　↓ Ver7.3.0　インストーラー、差分更新
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160 機能追加等 レジ画面

・商品マスタのバーコード発行数を2枚以上で、仕入画面でラベルを印刷すると倍印刷されてしまうのを修正
・伝票返品用バーコードを印字する設定にしていると、販売保留レシート印刷した後の次のレシートに、保留のバーコードが印刷されてしまっているのを修正
・通販モードで販売した伝票を伝票返品で呼び出すと通販モードにならないのを修正
・天気選択時に日報テーブルの全ての局番の天気を更新するように変更
・他店舗会員使用する 且つ 売掛を顧客に計上する 且つ マスタにない顧客であれば、売掛ボタン表示しないように対応
・他店舗会員使用する 且つ 売掛を顧客に計上しないの設定であれば、マスタがなくても売掛を可能とするように対応
・富士電機の自動釣銭機で鍵の位置が運用でない場合「預り」ボタンを押すとおかしな預り金が表示されるため、メッセージを表示するように対応
・領収書画面で過去の伝票から金額を取得するように対応
・グローリーの釣銭機対応
・入金税種別を非課税固定設定にしていると、F6値引、F7チケット画面の税種別もマスクされるのを修正
・釣銭機使用時に計数中現計すると免税額、合計額などがおかしくなる現象の修正
・伝票返品バーコードがポイント還元方式キャッシュバック、サービス券のときに調整用の出金伝票の伝票Noになるため返品できないのを修正
・税金端数処理が四捨五入だと、税込から税抜にする際に1円ずれることがあるのを修正
・総額、内税商品で小計画面左下の税対象金額の税抜と税額の部分が金額表示されないのを修正
・「TVから顧客名のみ取得の設定」かつ「ポイント使用しない」設定時に小計画面に顧客名が表示されないのを修正
・WeChat Pay連携対応
・伝票返品でポイント共有など他店会員の時「返品元の伝票の顧客コードは存在しません」となるのを修正
・SyosaiNebikiDsp=YESの時の画面表示が伝票返品で正しく表示されないのを修正
・J-Mupsで決済連携時リボで決済してもレシートがクレジットのままとなるのを修正
・商品検索画面の文字色を変更
・顧客検索の最大表示件数をデフォルト100万件として、件数を入力できないように変更
・小計画面の入力フィールドで、画面のテンキーを使用して割引できなかったので、できるように変更
・漢字表示カスタマディスプレイ使用で移入をするとそれ以降、販売でも表示されなくなることがあるのを修正
・[H]ボタン(歯車ボタン)からメニューを開いた後に[SF5客検]画面からEnterで顧客呼び出しがされなかったので修正
・10桁を商品バーコードに使用する設定で、今まではインストアに数字10桁で登録しても呼び出しできないのを、呼び出せるように変更
・商品名が半角37文字以上の中古商品の保留ができなかったのを修正
・NONPLUの伝票返品でNonPluPrinItem=1の時にレシートに仕入先名が正しく印字されないのを修正
・TVから顧客名のみ取得する設定でポイントをキャッシュバックまたはサービス券で還元の時にTVポイント数からポイント達成処理がされてしまうのを修正

161 機能追加 基本設定

・釣銭機の選択でグローリー（RT-300）を選択可能に対応
　グローリーにした場合、設定ツールボタンが表示し、このボタンからグローリー側の設定プログラムが起動する
・WeChatPayの設定追加
・「クレジット決済連携設定」ボタンを追加してクレジット決済連動の設定を別画面にした。

162 仕様変更 PcaConv TV設定で他店舗集計であれば各明細の部門コードと倉庫コードに店舗コードを入れるのを売上明細のみ対応していたが、
仕入明細、出荷明細も同様の対応

163 機能追加 各種マスタ 部門マスタの基本税種別、R印刷、免税区分をプルダウンから選択できるように対応
タッチフォームではラジオボタンから選択するように対応

164 機能追加
月報
年報
日報

・RZ-A390で58mm縮小印字に対応
・WeChatPayに対応

165 バグ HandyPos取込
ハンディ反映

税金端数処理が四捨五入だと、税込から税抜にする際に1円ずれることがあるのを修正

166 機能追加 ジャーナル点検
・RZ-A390で58mm縮小印字に対応
・WeChatPayに対応

167 バグ 商品登録
リサイクルOPありで、商品コードの末尾が「000」の商品の情報を更新すると、
末尾「001」のレコードの商品情報も末尾「000」の商品の情報と同じように更新されてしまうのと、
末尾「001」の商品の情報を更新した場合にも同様に末尾「000」の商品の情報が更新されてしまっていたので修正

168 仕様変更 項目別売上一覧（UriageS.exe） リストの小計表示で「小計」と書いてある１行下に数・金額が表示されていたのを、小計と同じ行に表示するように変更

169 仕様変更 ネクストエンジン連携 アクセストークンの取得失敗したらリトライするように変更
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170 機能追加 ハンディDB取込

・棚メニューのHT→実棚取込ボタンから起動したら、属性3以外は取り込まないように変更
・棚メニューの売上～タブから起動したら、属性3、4、8は取り込まないように変更
・棚メニューの売上～タブもしくは直接起動したら、データ取込前にdatファイルをチェックして
　属性が混在していた場合はエラーメッセージを表示して取り込まないように変更
・ハンディ種類をBHTにした場合は上記のdatファイルチェックしないのと、発注をマスクに変更

171 機能追加
商品券別集計一覧
顧客購買履歴

RZ-A390で58mm縮小印字に対応

172 機能追加 セットリスト テキスト出力を追加

173 DB移行 JANCNV.exe 指定したコードが12桁だったらチェックデジットを付加して更新するツール（旧バージョンのプログラム名はJANCNV3.exe）
174 バグ GCsvAuto.exe 文字列の桁数をオーバーしたCSVを取り込むとエラーで取り込めないのを修正

175 仕様変更 棚卸メニュー
HT→実棚取込ボタン押下時に、handyテーブルをチェックし、属性3以外があれば[はい、いいえ、キャンセル]のメッセージを表示。 
はい→DB削除、いいえ→削除しない、キャンセル→削除せずメニューに戻る

176 2016/12/21　↓ Ver7.1.2　差分更新のみ

177 日報修正ツール 下記現象になっていた場合に、日報を自動修正するツール

178 バグ レジ画面 ポイント還元をサービス券かキャッシュバックにしている場合、
サービス券（キャッシュバック）発行時に日報に書く来客数と税金が加算されない現象を修正

179 2016/12/20　↓ Ver7.1.1　差分更新のみ

180 バグ レジ画面
・自動釣銭機使用 かつ 入金確定 かつ 小計画面でF3割引を使用すると預りが入力状態になり、その状態で入金すると預りが2倍になってしまうのを修正
・自動釣銭機使用 かつ 入金確定 かつ 小計画面でポイントを入力すると預りが入力状態になり、その状態で入金すると預りが2倍になってしまうのを修正

181 バグ 商品登録 発売日、登録日に1899/12/30以前を入れて登録するとエラーになっていたため修正

182 機能追加 ログテキスト変換

商品券を出力しない設定に対応
 
BCPOS.INI
[PCA]
;0：作成 1：作成しない
TicketNotOutPut=1

183 仕様変更 セット商品登録 Windows7だとデスクトップに保存できないため部品を変更

184 仕様変更 各種マスタ
・Litefree版では部門マスタに100～999まで登録されている状態。そのため部門コードをいじれないように制御している。 
　そのため誤って削除してしまうと登録できなくなるため、部門マスタのみ削除ボタンを消した。
・ログを取るように対応

185 バグ
機能追加

日報 ・釣銭機使用時に金種を押すと釣銭機から取得するが、日報を閉じずに再度金種を開くとエラーになっていたため修正
・釣銭表示下に固定ボタンを追加して、表示している釣銭金額を翌日以降固定とする

186 仕様漏れ ネクストエンジン連携 受注数が0でも取得していて後続のプログラムで問題がでたので修正

187 仕様変更 得意先別売上一覧 顧客コード範囲を基本設定の店舗4桁+連番6桁、連番10桁の設定をみるように対応

188 機能追加 顧客テキスト切出・合併 エラーログを取るように対応（BCPOS\LOG\Mcsv.LOG）

189 2016/12/1　↓ Ver7.1.0　インストーラー、差分更新

190 バグ レジ画面 ポイント共有でＴＶへのポイント取得失敗すると前に取得した顧客名が表示されてしまうのを修正

191 バグ レジ画面 EC連携でレジ画面から処理すると、ECDATAが削除されない、ログのフラグもたたないのを修正

192 バグ 商品登録 マスタ件数が多いと動作が遅い

193 バグ レジ画面 フェリカID簡易登録画面で名前が空の顧客のフェリカIDを変更しようとするとエラーになっていたのを修正

194 バグ レジ画面 仕入保留から保留データの呼び出しを行うと、商品コードの昇順に保留データが呼び出されてしまっていたので修正

195 バグ レジ画面 セール価格を使用するの設定時、複数価格設定商品が設定数量成立以降は数量変更が出来きずモジュール違反エラーが表示、
複数回スキャンでも数量変更でも数量要件成立後は同様のエラーが発生していたので修正

196 バグ レジ画面
小計画面でキーボードで数値入力を行い、画面の「C」ボタンでクリアすると「0」になるが、
カーソルが「※0」※印のところになっていたため、入力欄を全選択するように変更
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197 バグ レジ画面

クレジット連動で「クレジット決済連動する」のチェックを外して処理を行ったときに、
ログへの書き込みにて「カード内容」が「0」の「不明」になっていたので下記のように修正

○J-Mups
銀聯：8
電子マネー：7
上記以外:1

○リンクプロセシング
リボ：2
上記以外:1

198 機能追加

Ver7.1対応

・インストーラの簡素化
・セルフメディケーション税制対応
・伝票返品（伝票呼出）対応
・簡易商品登録の機能強化

199 バグ レシート再発行 レジ画面と日報・ジャーナル点検からは印字されるが、再発行ではジャーナルプリンタエラーになることがある

200 バグ 売掛金未収一覧 テキストと印刷されたものがおかしかったので修正

201 バグ 項目別売上一覧（UriageS.exe） 仕入で表示すると違う仕入先名で表示される事があったので修正

202 バグ 顧客稼働一覧 誕生月か年齢を指定すると、表示するリストは正しいが、外部連動をDMにしたDMデータが全件作成されてしまっていたので修正

203 バグ ジャーナル点検 ・実行時に店舗マスタのshopコードが空などだと固まったようになり終了もできなくなっていたため修正
・返品のみにチェックをしたレーザー印刷がおかしかったので修正

204 バグ タッチフォーム

タッチフォームを使用している下記のプログラムで、文字入力プログラムを使用すると、
入力されていた文字は取得しているが、決定を押しても入力値が変わらないのを修正

各種マスタ、商品メニュー登録、顧客カルテ、委託商品多分類登録

205 バグ 在庫一覧 移動平均のテキスト出力に在庫金額が出力されないのを修正

206 バグ 棚卸締処理 ハンディ側にあっても、元の在庫が0だと在庫金額が計算されていなかったので修正

207 バグ ミックス販売一覧 ミックスマスタを削除すると、過去の履歴が見れなくなっていたので修正

208 バグ ハンディ反映 ハンディのdatファイルを直接反映すると、返品データでも返品にならない、商品コード順で取り込まれてしまっていたのを修正

209 バグ
顧客リスト
DMラベル Ver7を新規インストールすると、顧客リストは性別を登録していても空で表示してしまい、DMラベルはデータがあってもリスト表示していなかったため修正

210 バグ HandyPos取込 Ver3.00で返品が含まれていると、取り込んだ後の消費税がおかしくなっていたため修正

211 バグ Eccsv 中間締めを超えてレジ処理したものが出力されないのを修正

212 バグ 顧客テキスト切出・合併 文字列の箇所で定義された文字数より長いデータを取込んだ際にエラーとなっていたのを修正

213 バグ 期間指定価格登録

以下のバグ修正
・リスト表示が商品コード順になってない
・商品単品選択も商品コード順になっていない
・セール売価を変更しても、掛率が変わらない
・掛率を変更しても、セール売価が変わらない

214 バグ データ移行 プログラムを終了しないで2回目の移行を行うとエラーになるときがあったため修正

215 2016/10/3　↓ Ver7.0.4　インストーラー、差分更新

216 バグ
ネクストエンジン連携
（EcNextEngine.exe、EcData.exe） 2重で伝票を取り込んでしまうのを修正

217 バグ WebMstIn BGファイルを削除してしまっていて、自動仕入で取り込みできなかったので修正

218 バグ ハンディ用マスタ作成 部門と仕入先マスタの出力でエラーで出力できなかったので修正

219 バグ 日報 内税税抜を内税対象額から計算上税額を引いた値を表示していたため、積み上げの内税受領額を引くように修正

220 バグ ハンディ反映 取込金額設定が単価だと返品ができていなかったため修正

221 バグ HandyPos取込 ・バージョン2.00で金額0円を取り込むとエラーになって取り込めなかったため修正
・Bcpos.iniにLogJanInput設定がないとエラーで取り込めていなかったため修正
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222 バグ ログテキスト変換 JAN項目に実行時点のマスタのJAN以外を出力する設定が効いていなかったため修正

223 バグ 月報、年報 元からだが日・月別集計に消耗品免税額が引かれていなかったため修正

224 バグ 早締めプログラム 中間締め時刻を超えてないと翌日にしてなかったため、中間締め時刻を見ないで強制的に翌日にするように対応

225 バグ WebCsv 中間締めの時にWebcsvでエラーになることがあるため修正

226 バグ 産直用基本設定 締日をデータベースに書くのに時間まで書いていて、その影響でWebCsvでエラーになっていたので、日付のみに修正

227 バグ 日報 在高を行うと固まってしまうことがあるのを修正

228 バグ レジ画面 漢字表示カスタマディスプレイで100万円以上の預り金を入れると現計でエラーとなっていたため修正

229 バグ ログテキスト変換 移行したデータが含まれると範囲チェックエラーになる場合があったため修正

230 バグ 項目別売上一覧（UriageS.exe） 移行データが含まれると同じ商品でも別々で集計されていたため修正

231 仕様変更 バックアップ
リストア

バックアップは顧客マスタのみ暗号化するように変更、リストアは暗号化されているかチェックしてされていたら複合化

232 仕様変更 アプリケーション設定 開始メニューF4（主にTenpoVisor）の位置が変わったため、文言変更

233 要望対応 ハンディメンテナンス 追加コードのスペースを除いて検索するように対応

234 バグ ジャーナル点検 トレーニングモードで軽減税率、非軽減税率が混在した表示の対応が出来ていなかったため修正

235 バグ EcAutoIn.exe
以下修正
・移動時に税込にしてログの合計金額に書いていた
・売掛数が伝票数ではなく商品数量になっていた
・顧客サブの売掛数が商品数量、金額が税抜のままだった

236 2016/8/24　↓ Ver7.0.3　インストーラー、差分更新

237 バグ レジ画面 Ver7当初より、消耗品のみの免税返品だと、日報の免税返品消耗品に書き込まれていなかったため修正

238 バグ レジ画面 免税販売で内税かつ消耗品・一般品混在時にどちらか片方だけ免税基準到達した場合、
免税基準到達してない方も合計金額から消費税が引かれていたのを修正

239 バグ データベース設定 localhost以外に変更しても起動しなおすとlocalhostに戻っているのを修正

240 バグ レジ画面 トレーニングモードで業者委託の商品を現計するとエラーになるのを修正

241 バグ ジャーナル点検 「店舗4桁＋連番6桁」の設定で「顧客コード」で検索できていなかったのを修正

242 バグ 発注点切れリスト SoldDisplay=YESの設定があると、起動時と実行時にエラーになり、リストも表示しないのを修正

243 2016/8/9　↓ Ver7.0.2　インストーラー、差分更新

244 機能改善
商品テキスト切出・合併

マスタになくサブにある状態の商品コードを取り込むと、「goodssubに書込めませんでした」とエラーを出していたが、わかりずらいため
「商品サブに書込めませんでした。商品整合性チェックを行ってください。」に変更

245 バグ EC商品マスタ取込（EcGIn.exe） ・少数のレコードのCSVを取り込むとエラーで取り込めなかったのを修正
・F2出力ができていなかったのを修正

246 バグ BCPOS商品マスタ取込（BcGIn.exe）
・少数のレコードのCSVを取り込むとエラーで取り込めなかったのを修正
・CSV側の仕入先がNULLだとエラーで上書きできていなかったのを修正
・パターン名が更新されていなかったのを修正

247 バグ 差分調整 日付を跨いで調整されていなかったので修正

248 バグ インストーラー posgreをファイアウォールに追加できていなかったので修正

249 バグ レジ画面 免税使用する設定且つ商品券使用時にカスタマに残金表示する設定でも、合計から商品券分を引いていなかったので修正

250 バグ 追加基本設定 新規インストールだと値引理由設定をするにするとエラーになっていたので修正

251 仕様変更 棚メニュー 棚卸の際に、DATAフォルダにあるdatファイルをBDEのフォルダに移動させていたが、DATAフォルダ固定とした

252 バグ ジャーナル点検 販売時コードをJANに設定でJANがない商品のコードが空欄になっていたので商品コードとするように修正

253 バグ ObcConv 移行したデータだと、小計後値引とミックス値引が出力されていなかったので修正

254 機能追加 管理画面 業種別管理にあったレシート再発行を一般管理に、業種別管理にあったリサイクル管理を新しいタブとして表示
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255 機能追加 基本設定

TenpoVisorとみせめぐのURLの登録
登録方法例
TenpoVisor：moon
みせめぐ：123456　※セールスバイザーの得意先詳細に記載されている店舗ID

256 機能追加 開始メニュー 配置変更、業種別管理の廃止、TenpoVisorとみせめぐページを起動

257 バグ WebMstIn 商品マスタの日付部分が正しく登録されていなかったのを修正

258 バグ 期間指定価格登録 テキストを取り込むとエラーで取り込めていなかったので修正

259 バグ レシート再発行 SelectOnlyStation=YESの設定が効いていなかったのを修正

260 バグ 日報 LAN構成にて２局以降の自局の金種にて全体が表示されてしまっていたので修正

261 バグ 商品登録 主仕入先で仕入先カナに登録がない仕入先を入力すると「ガイトウナシ」と表示していたのを修正

262 バグ 商品テキスト切出・合併
取り込むテキストに同じ商品コードが存在、マスタにはその商品コードは存在しない、重複時のデータ選択は手入力の３つの条件が当てはまる場合、
 アドレス違反のエラーが表示していたのを修正

263 バグ WcsvDset つり銭準備金が倍になってしまうのを修正

264 バグ WebMstIn 商品、メーカー、仕入先のCSVの中身によりエラーで取り込めていなかったのを修正

265 バグ 商品登録 新規ボタンを押すと、実害はないがデバック用の警告メッセージが表示してしまっていたので修正

266 バグ 日報 トレーニングモード時に在高を行うとエラーになるのを修正

267 バグ
日報
ジャーナル点検
レシート再発行

在高を行うとジャーナル点検とレシート再発行でエラーになるのを修正

268 バグ WebCsv つり銭準備金が倍になってしまうのを修正

269 2016/7/25　↓ Ver7.0.1　インストーラー、差分更新

270 バグ ジャーナル点検

下記のパターンの処理伝票を表示しようとするとアドレス違反のエラーが表示していたため修正
 ・ｸﾚｼﾞｯﾄ + 現金
 ・ｸﾚｼﾞｯﾄ + 現金 + 商品券
 ・電子マネー
 ・銀聯

271 バグ 商品テキスト切出・合併 「エラー以外の取込しない」「最終連番」で取込を行うと、違う部門に取り込まれるのを修正

272 バグ レジ画面

以下釣銭機で
 入金確定時の返品で、預かりを入れて現計すると、2回出金されてしまうのを修正
 釣銭ありの商品券を合計金額以上使用したときに出金されていなかったのを修正
 SF10釣銭で入金すると、次の会計時の預かりに、入金した金額が入ってしまっていたのを修正

273 バグ 差分調整 ハンディテーブルにない商品の調整ができてないのを修正

274 バグ 商品登録 重複選択でどれを選択しても最初の1件目が表示してしまうのを修正

275 機能改善

日・月・年報
商品券別集計一覧
顧客購買履歴
ジャーナル点検
レシート再発行
委託問合せ
ゲスト伝票
発注仕入

RZ-A390の80、58mmの印字ずれを修正

276 バグ
BCPOS商品マスタ取込（BcGIn.exe）
EC商品マスタ取込（EcGIn.exe） CSVの商品コードが重複していると、商品サブのエラーになって取り込まれないのを修正
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277 バグ 商品テキスト切出・合併

①「重複時データの選択」で「手入力」を選択して取り込みを実行し、重複データの内容画面を
 「F1中止」で閉じると、続けて取り込みを実行した場合に応答なしとなっていたのを修正
 ②「エラー以外の取込しない」にチェックを入れて「F10実行」すると「リストのインデックスが範囲を超えています(0)」、
 チェックを外して「F10実行」後にチェックを入れて「F10実行」すると
 「モジュール'GCs.exe'のアドレス～でアドレス～に対する読み取り違反がおきました。」とエラーが出るのを修正
 ③CSVの商品コードが重複していると、商品サブのエラーになって取り込まれないのを修正
 ④マスタの合併フラグがオフでも取り込まれてしまうのを修正

278 バグ データ移行 月次フォルダがなかったり、失敗した月以降の月が移行されていなかったため修正

279 バグ 顧客購買履歴 プリンターによりカットされないことがあったため修正（RZ-A390でカットされなかった）

280 機能追加 バックアップ バックアップ終了時にPCも終了させる機能を追加

281 機能追加 各種マスタ レジ画面の簡易商品登録から起動したら、部門マスタのみの表示とするように対応

282 機能追加 レジ画面 商品メニューボタンから商品マスタ登録、ボタン登録を可能とした ※新規登録のみで編集は不可

283 バグ レジ画面 Ver6からだが、返品時にサービス商品がポイント対象となってしまているため修正

284 バグ レジ画面 外税モードで内税を販売した領収書の合計金額が、内税金を足したものになってしまってたため修正

285 機能追加 データベース変更ツール postgreSQLのデータを変更できるツール

286 バグ 顧客テキスト切出・合併 フォーマット種別が「標準」のcsvファイルを「拡張」で取り込み実行するとFireDACエラーが表示していたため修正

287 バグ 商品テキスト切出・合併 取り込み時に重複時データの選択を「手入力」とした時、「商品コード「・・・」の重複データの内容画面で新旧データの選択が出来なかったため修正

288 バグ レジ画面
あっと免税連携で除外品、消耗品、一般品の混在した時の値引で
 除外品→消耗品→一般品の順で値引きしているが引ききれない場合の値引き金額が違っていたため修正

289 バグ レジ画面 あっと免税連携で一般品を値引しても値引のみ消耗品になっていたため修正

290 バグ レジ画面 あっと免税連携で値引が入っている販売（免税関係なく）後に別伝票で値引なしで免税すると前の値引きが残ったままとなっていたため修正

291 バグ レジ画面 タブが作成されていない場合、登録したメニューボタンがレジ画面で表示されなくなっていたため修正

292 バグ カルテ用DB プルダウンの回答選択で、2回目の選択がおかしくなっていたため修正

293 バグ 部門別（売上在庫/比率）一覧 粗利金額計算方式を"移動平均"に設定してあると、実行時にエラーになっていたため修正

294

295 バグ
機能追加

レシート再発行
・生産者（仕入先）を印字する設定だとエラーになることがあったので修正
・WeChatPayに対応

296 バグ Ec自動取込
・「移動平均」算出時の計算式で0除算エラーとなる場合があったため修正
・税金端数処理が四捨五入だと、税込から税抜にする際に1円ずれることがあるのを修正


