
●ER-A411・ER-A421向け用ソフトウェア概要について 

（SDカード版・Flash AIR版共通説明） 

※本システムは予告なく仕様・機能の追加・変更・削減が行われます 



システム構成必要機材一覧（SDカード版の場合） 

●レジ SHARP ER-A411又はER-A421 

 

●レジ用 SDカード 

 

●PC又はServer （Windows7・Windows8・Windows8.1・MS-Server2008 R2以上） 

 

※ソフトウェア環境及びセットアップ 

 

●サンス社ソフト又は自社開発品 

※ 機材一覧図 ※ 



システム構成必要機材一覧（Flash  Air版の場合） 

●レジ SHARP ER-A411又はER-A421 

 

●レジ用 無線LANカード Flash Air 

 

●アクセスポイント 

 

●LANケーブル（必要に応じて） 

 

●PC又はServer （Windows7・Windows8・Windows8.1・MS-Server2008 R2以上） 

 

※ソフトウェア環境及びセットアップ 

 

●WWW Server（IIS又はこれに準拠するServer環境） 
 このServerはお客様が独自に環境を構築することは可能ですが、サンス社ソフトとの連動は別途開発が必要になります。 

 サンス社推奨環境を採用される場合は、開発は不要になります。 

●サンス社ソフト又は自社開発品 

※ 機材一覧図 ※ 



※レジ周辺機器及びソフト連動オプション 

※クレジット＆電子マネー（三菱UFJニコス） 

※自動紙幣硬貨釣銭機（図は包装硬貨管理オプション付です） 

バーコード発行プリンター 



システム概要図（ローカル内ネットワークの場合）「Ｆｌａｓｈ Ａｉｒ通信時」 

※売上データはレジ側から管理Server（Windows７などのPC）へ自動でアップされます。 
  接続方法は無線LAN SDカード  

※レジにセットする 

 無線LAN型SDカード 

 （Flash Air） 

※無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ必須 

 （アクセスポイントであれば 

 どのメーカーでも可ですが 

 検証は必要です） 

●PC側必要な環境及びソフト 

 

 ①WWW Server環境 

   ・Windows標準機能であれば IIS Server 

   ・サンス社ソフトを使用する場合 

    Thin Server 環境（WWW Server） 

     Ruby on Rails 

    の２つの環境が必要です。 
 

 ②ER-Aレジ集積ソフト 

   ＞＞売上管理専用 A2 

   ＞＞売上・仕入・在庫管理 A2B2 

 

 ③アクセスポイントについて 

  アクセスポイントは、アクセスポイント機能のみ 

  を有した機器でも通信は可能ですが 

  推奨は無線LAN付ルータを推奨します。 

※有線LAN接続を推奨 

※無線LANでも可 

◎通信で運用した場合 

 

 ≪売上データ取得≫ 

 
 ①リアルタイムに売上処理可能なデータはレシート明細のみ 

 ②精算書処理後に取得できるデータは、取引・レシート明細・売上 

 

 

 ≪レジマスタ変更≫ 

 
 ①ソフト側でマスタを変更します。 
  （新規・追加・変更） 

 ②レジ側ボタンでマスタ更新処理を行います。 

  （レジのマスタボタンを押すと、自動的にレジがPC側のマスタを 

   取得して更新を行います） 

 

※推奨Wi-Fiルータ 



複数レジ運用図 「Ｆｌａｓｈ Ａｉｒ通信時」 

※推奨Wi-Fiルータ 

※有線LAN接続 

※ローカル内 無線LAN接続は 

 １００台以上接続することが 

 可能です。 
 但し、PCの仕様やAPの数量など 

 諸条件が変わります。 
 

※売上データはリアルタイムに 

 PCにアップロードされます。 
 （自動） 

 

※複数レジ管理としては 

 SDカードでも１００台以上で 

 管理・運用可能です。 
 データはリアルタイムには取得 

 できません。 



●VPN通信イメージ（グローバルネットワーク構成図 イメージです。） 

※レジにセットする 

 無線LAN型SDカード 

 （Flash Air） 

※有線LAN接続 

※無線LAN限定 

●WWW Server 

 

●PC側必要な環境及びソフト 

  販売管理A2 ソフト 

  Windows標準 IIS環境（要設定） 

インターネット網 

VPN 

※Windows７ 

※Windows８ 

※Windows８．１ 
※Windows Server 

店舗 １ 

店舗 ２ 店舗 ｎ 

売上データアップロード 

●売上データのみを本部へ収集したい場合の構成イメージ図です。 



● ER－Aシリーズ用ソフトの紹介 ● 

▼ 売上専用管理ソフト 「販売管理A2」 

 ※レジ通信方法は、Flash AIR 通信 

 ※レジ採用データ種類 T-Logデータとサマリーデータ 

▼ 売上・仕入管理ソフト 「販売仕入管理A2B2」 

 ※レジ通信方式は、Flash AIR 通信 

 ※レジ採用データ種類、T-logデータとサマリーデータ 

 



●売上管理 A2 ソフト画面イメージです 

※仕様 

 表示のメニュー項目は予定されている機能です。 
 仕様は予告なく変更になります。 
（機能追加・削除されます） 

注意：２０１５年５月現在は、本システムの本部集計ソフトはリリースされません。（単店のみの使用となります） 

※上記の画面はオプションを含んだメニュー構成です。 



●売上管理 A2B2 ソフト画面イメージです 

※仕様 

 表示のメニュー項目は予定されている機能です。 
 仕様は予告なく変更になります。 
（機能追加・削除されます） 

注意：２０１５年５月現在は、本システムの本部集計ソフトはリリースされません。（単店のみの使用となります） 

※上記の画面はオプションを含んだメニュー構成です。 



※※    P C 動 作 概 要  ※※ 

●OS Windows7・Windows8・Windows8.1 （32Bit・64Bit） 

●メモリー ４GB以上 

●HDD  ５０GB以上 

●LAN インターフェースを搭載しているもの 

●画面サイズ １０２４×７６８以上 

※※ ソフトウェア機能一覧  ※※（この機能一覧は標準とオプションを含みます） 

＞＞売上管理 A2 ソフト標準機能 

＞＞マスタ 

①自店情報登録 

②部門マスタ 

③PLU／JANマスタ 

④得意先マスタ 

⑤仕入先マスタ 

⑥他店情報マスタ 

⑦レジ担当者マスタ 

 

＞＞システム関連 

①システムバックアップ 

②システムリストア 

③NON-PLU設定 

④レジライセンス追加 

＞＞売上 

①取引日報 

②部門売上一覧 

③仕入先別売上 

④PLU／JAN別売上 

⑤時間帯別売上 

⑥PLU.／JAN別売上順位 

⑦日別－商品別一覧 

⑧時間帯別－商品別 

＞＞レジ関連 

①レジマスタ作成 

②レジ売上受信 

③レジマスタ取得 

＞＞HT関連 

①HTマスタ作成 

②HTデータ受信 

③HTマスタ未登録 

＞＞バーコード発行 

①バーコード発行 

②ラベルデザイン 

＞＞売上オプション 

①売上伝票入力 

②納品書発行 

③売掛請求書 

④売掛入金処理 

＞＞売上帳票オプション 

①価格帯別 

②部門グループ 

③イベント別 

④電子ジャーナル 

⑤客層別売上 

⑥指定フラグ別集計 

＞＞顧客関連オプション 

①顧客情報登録 

②購買履歴 

③ポイント保有 

④DM発行 

⑤DM回収 

＞＞その他オプション 

①ER-A421用キーレイアウト 

②レジマスタ未登録 

③成分表ラベル 

④廃棄マスタ 

⑤次年度処理 

今後リリースされる機能も含んでおります。 
２０１５年３月現在では全ての機能はリリースされておりません。 
（ご了承ください） 

＞＞売上オプション（２０１５年１２月リリース） 

①リアルタイム出荷リスト 



売上日報 （取引内容・レジ部門毎の集計と合算）  期間集計可能 

※複数台のレジを運用する場合、この帳票はレジ単位と全レジ合計の２通り出力することができます。 



部門別売上日報 （レジ部門毎の集計と合算）  期間集計可能 

※複数台のレジを運用する場合、この帳票はレジ単位と全レジ合計の２通り出力することができます。 



月別売上 １ヶ月間「全レジ合算のみ」 



日別ｰ曜日別 部門売上（部門は任意にグルーピングします） 「全レジ合算のみ」 



部門別ｰPLU･JAN売上順位表「全レジ合算のみ」 



日別ｰ曜日別 指定時間別売上（最大４クール分割） 「全レジ合算のみ」 



仕入先別（委託先別）ｰ単品売上 （期間集計） 「全レジ合算のみ」   



単品別-日別売上 （１ヶ月単位） 「全レジ合算のみ」   



１日分の時間帯別売上 （金額と数量） 「全レジ合算のみ」  



１ヶ月分の時間帯別売上 （金額と数量） 「全レジ合算のみ」  



◆リアルタイム レシート明細出力機能 ①レジの売上レシートをリアルタイムにモニターに表示 

 

 タッチパネルモニターを利用すれば、２タッチで印刷も実現できます。 
 プリンターはA4用紙です。 
 

 タッチパネルモニターで画面表示の「未」をタッチすると、その行は 

 処理済み（作業済み）と言うフラグを付ける事ができます。 



◆印刷結果は次のページ 

◆リアルタイム レシート明細出力機能 



◆印刷サンプル 

 

ご要望により 

POSレジ専用プリンターへの 

印字が可能なようにソフト 

調整も可能です。 
 

５８ｍｍレシートプリンター 

８０ｍｍレシートプリンター 

 

PC用ドライバーが用意されて 

いる機器に限ります。 

◆リアルタイム レシート明細出力機能  印刷イメージ 



●ここのフラグの違いです 

 

◆リアルタイム レシート明細出力機能  表示イメージ 



◆リアルタイム レシート明細出力機能  未処理イメージ 


