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レジ点検・精算マニュアル

レジチェックからレジ点検・精算への切り替え手順

レジチェックの切り替えについて

バックオフィス（P C）の切り替え

アプリのみ、「レジチェック」のリニューアルは移行期間があります。

移行期間については下の図の通りになります。お早めにレジ点検・精算への切り替えをお願いします。

バックオフィスは特に操作は必要なく、2020年
11月24日より「レジ点検・精算」に切り替わります。

バックオフィスでレジチェックはご利用いただけなくなるため、引き続きレジチェック利用をご希望の場合はアプリからご利用ください。

2020年11月下旬
レジ点検・精算機能リリース

レジチェック画面

2021年2月下旬
新機能に完全移行

移行期間
以降レジチェック画面は
ご利用できなくなります

名称変更のみ

レジチェック履歴画面 レジ点検・精算履歴画面

レジ点検・精算画面

売上報告レシート画面精算レシート画面

レジチェック画面とレジ点検・精算画面で切り替えが可能な期間レジチェック画面とレジ点検・精算画面で切り替えが可能な期間
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レジチェックからレジ点検・精算への切り替え手順

アプリの切り替え手順 バージョン2 . 59. 0以上のアプリをご利用ください

「レジ点検・精算を使う」を選択します。

2 レジ点検・精算を使うをタッチする1 レジ点検・精算をタッチする

ホーム画面上部の「      点検・精算」から「レジ点検・精算（旧

レジチェック）」をタッチします。

レジ点検・精算へ進む

6 切り替え完了5 レジ点検・精算を使ってみるをタッチする

初回利用時のみ、案内が表示されるので「レジ点検・精算を

使ってみる」をタッチします。

上記の画面が表示されたら、切り替えが完了となります。

画面に表示された内容を確認し、「内容を確認して「レジ点検

・精算」へ」をタッチします。

4 移行時の注意点②を確認する3 移行時の注意点①を確認する

画面に表示された内容を確認し、「次へ進む」をタッチします。

レジ点検・精算を選択

次へ進むをタッチ 内容を確認して「レジ点検・精算」へをタッチ

以下のような「移行時の注意点」が表示されるのでご一読いただき「レジ点検・精算」へお進みください。

直近1週間以内にレジチェックをご利用されている場合は前回のレジチェックが精算として扱われ、前回レジチェックからの集計がレジ点検・精算
の売上として表示されます。

移行時の注意点

レジ点検・精算を使ってみるをタッチ

切り替え期間（～2021年1月まで）であれば、レジ点検・精算画面の右
上のボタンからレジチェックに戻すこともできます。

以前のレジチェックに戻したい場合

以前のレジチェックに戻すをタッチ

従来のレジチェック業務は「点検・精算」をご利用ください。

【1日に複数回レジチェックを行っていた方】「点検のみ」のご利用も合わせてご検討ください。

「点検・精算」完了時に精算レシートも合わせてご利用いただけます。

【複数のレジ端末をお使いの方】【1日に複数回「点検・精算」を行う方】合算値の印刷は「売上報告レシート（旧精算レシート）」をご利用ください。
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レジ点検・精算での運用方法

開店準備 つり銭準備金を登録・変更する

営業中 クレジットカードや電子マネーなど決済端末の売上を数える

営業中 ドロア内の現金を数える

点検時は現金有高は変動せず、点検の記録のみが残ります。記録
は「レジ点検・精算履歴」から確認できます。

2 ドロアを開けるをタッチする1 つり銭準備金をタッチする

担当者を選択して「ド

ロアを開ける」をタッ

チします。

ホーム画面から「     点

検・精算」→「レジ点検

・精算」→「つり銭準備

金」をタッチします。

つり銭の準備金をタッチ

3 つり銭準備金を入金し登録を完了する
つり銭準備金をドロアに入金して「変更する」をタッチすればつり銭準備金の登録は完了です。

ドロアを開けるをタッチ

決済端末の売上とレジの売上を確認する

クレジットカードや電子マネーなどをご利用の場合は、決済端末

の売上とレジの売上が一致するかどうかを確認します。

異なる場合は、支払い方法の選択ミスなどの打ち間違いがない

か、レジ締め前伝票一覧を確認してください。

つり銭準備金の注意点

直近1週間以内のレジチェックのご利用がない場合は、一度営業開始前に「点検・精算」を行い、売上情報をリセットしてください。

レジチェックをご利用されている場合、「つり銭準備金」には前回レジチェック時の準備金がデフォルトで表示されます。

精算時につり銭準備金を設定することができます。前営業日に設定されている場合はこの手順は不要です。

支払い方法別の売上は、点検レシートでも確認できます。点検レシート

は精算レシートと同じ内容であり、「点検レシート印刷」から何度でも印

刷可能です。

支払い方法別の売り上げを確認する

売上の反映までに「日別売上」画面は5～10分ほど時間がかかりますが、
「レジ点検・精算」画面は、会計後すぐに反映されます。また、集計単位が

売上画面は店舗単位ですが、レジ点検・精算はレジ単位になります。

日別売上とレジ点検・精算の違い

担当者を選択して、「ドロアを開ける」をタッチします。

点検のみをタッチ
ドロアを開けるをタッチ

2 ドロアを開ける1 点検のみをタッチする

ホーム画面上部の「      点検・精算」 →  「レジ点検・精算」 →  

「点検のみ」をタッチします。

上記の画面が表示されたら、点検完了となります。「レジ点

検・精算に戻る」をタッチすると完了画面が閉じます。

4 点検を完了する3 現金を数え金種ごとの枚数を入力する

ドロア内の現金を数えて、金種ごとの枚数を入力し、「点検す

る」をタッチます。

点検するをタッチ2

ドロア内の現金を数えて金種を入力をタッチ1

・ 電卓など別の手段で合計金額を計算している場合は、合計金額のみ入力することも可能です。「入力方法の切り替え」をタッチして、「全額を入力する」
に変更してください。

・ 入力情報は自動で一時保存されるため、過不足金が発生した場合などは入力途中で「レジ締め前伝票一覧」画面や「会計修正・印刷」画面を開いて、伝
票情報の確認ができます。入力内容を取り消す場合は、「入力内容をリセット」ボタンをタッチします。

・ 前回点検時に過不足が発生していた場合、「過不足あり」が表示され、過不足が発生した際に、いつから発生したかを確認できます。

金種ごとの枚数を入力する時に便利な機能
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レジ点検・精算での運用方法

閉店作業 ドロア内の現金を数えて精算業務を行う

担当者を選択して、「ドロアを開ける」をタッチします。

2 ドロアを開けるをタッチする1 点検・精算をタッチする

ホーム画面上部の「      点検・精算」 →  「レジ点検・精算」 →  

「点検・精算」をタッチします。

6 精算レシートやジャーナルを出力する5 精算するをタッチする

精算時に精算レシートやジャーナルを自動出力するかを選択

して「精算する」をタッチします。

精算が完了し、精算レシートやジャーナルが出力されます。

これで一日の業務が終了となります。

ドロア内に残すつり銭準備金を指定すると、レジ金額からつ

り銭準備金を引いた金額が預入金として表示されるので、預

入金をドロアから出金します。

4 つり銭準備金を指定して出金する3 現金を数え金種ごとの枚数を入力する

キャッシュドロア内の現金を数え、金種ごとの枚数を入力

し、「精算へ進む」をタッチします。

精算レシートやジャーナルはレジ点検・精算履歴からも出力可能です。 新しい精算レシートは旧精算レシートと印刷項目は同様ですが、
レジ端末単位で出力されます。複数台のレジ端末で会計を行い、
1枚の精算レシートとしてまとめたい場合は「売上報告レシート
（旧精算レシート）」をご利用ください。

入力時の便利な機能は6ページの下部に記載しています。

従来の精算レシートは「売上報告レシート」として名称が変更されまし

た。精算レシートと売上報告レシートで、印字される項目は同じため、店

舗のレジが1台で「レジ点検・精算」画面から精算レシートを1日1回印刷
している場合は、売上報告レシートを精算レシートと別に印刷する必要

はありません。

・ 店舗でレジを複数台利用していて、店舗単位で合算した会計データ
のレシートを印刷したい場合

・ 「レジ点検・精算」画面の機能を使わずに、精算レシートと同様の項目
を印刷したい場合

・ 精算を一日に複数回行い、一日分の会計データを合算してレシートを
印刷したい場合

売上報告レシートは、以下の場合にご活用ください。

売上報告レシートについて

事前に未送信データや、未会計伝票がないかを確認し、すべての会計業務を終えてから、5ページに記載している「営業中 －決済端末の売上とレジの売上
を確認する」と同様の手順で確認します。

クレジットカードや電子マネーなど決済端末の売上を数える

お店の運用方法に合わせて、つり銭準備金の指定を選択してください。

つり銭準備金の指定内容詳細

指 定する ：  つり銭準備金としてドロア内に残す金額を指定してください。（3～5万円が一般的です。）

なし（¥0）：  ドロア内の現金を全額出金する場合はこちらを選択してください。

全額繰越 ：  ドロア内の現金を全額出金する場合はこちらを選択してください。

従来レジチェックを利用せず精算レシートのみご利用されていた方 複数台のレジ端末で会計を行っている方

点検・精算をタッチ

ドロアを開けるをタッチ

精算へ進むをタッチ2

ドロアから預入金を出金2

ドロア内の現金を数えて金種を入力をタッチ1

つり銭準備金を指定1

精算レシートやジャーナルを自動出力するかを選択1

精算するをタッチ2
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リニューアル後の利用機能確認チャート

商うを、自由に。

Airレジの機能をもっと活用する
本誌で紹介した機能のほかにも、A i rレジにはさまざまな機能と使い方があります。右記のFA Qページに詳しい使い方や各種操作
方法などを記載しているので、ご確認ください。また、お困りの際のよくある質問などもまとめています。

あなたのタイプをチェックする

タイプごとの対応を確認する

※レジ点検・精算ではレジごとに精算され、新しい精算レシート
はレジ単位で出力されます。店舗全体で合算した精算レシート
を出力したい場合は、売上報告レシート（旧精算レシート）をご
利用ください。

※売上報告レシートは以前の精算レシートの名称が変更されも
のであり、印字内容は以前と同様です。

レジ点検・精算と売上報告レシートをご利用ください。

レジ点検・精算をご利用ください。新しい精算レシート
はレジ点検・精算で精算時に出力できます。

レジ点検・精算をご利用ください。

売上報告レシートをご利用ください。

新機能への切り替えは不要です。A

B

C

D

E

レジ点検・精算
対応内容 売上報告

レシート
タイプ

点検・精算 精算レシート

NO

NO

YE S

YE S

YE SNO

NO

YE S

S TA R T

レジチェックを使っている

複数台のレジ端末で会計を行っている

タイプA タイプB タイプC タイプD タイプE

精算レシートを使っている 精算レシートを使っている

リニューアル前と同等の業務を行うためには下の表を参考に、  や   のついた機能の利用がおすすめです。
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AirレジのWebサイトはこちら

エアレジ


