
BCPOSログテキストフォーマット表（Ver.9.1.0） 
 

●単品詳細レコードフォーマット（伝票レコードの一部と単品レコードを足したもの） 

No 項目名 バイト数 数型 内容 

1 シンボル 2：固定長 文字 #1 

2 日付 8：固定長 文字 例：2022 年 6 月 23 日→20220623 

3 店番 4：固定長 数値 例：0001 

4 処理時刻（時） 2：固定長 数値 例：16 時→16 

5 処理時刻（分） 2：固定長 数値 例：20 分→20 

6 担当者コード 可変長 数値 0 以上の数字 

7 顧客コード 10：固定長 文字 
上 4 桁店番､下 6 桁顧客コード 

例：店番 0001、顧客コード 000001 の場合→0001000001 

8 局番 可変長 数値 1～30 のいずれかが入る 通常は 1 

9 伝票 No. 可変長 数値 1 以上の数字 

10 処理種別 1 可変長 文字 

販売、仕入、買取、移動出、移動入、廃棄、外税入金、内

税入金、非課税入金、出金、残金入金、売掛入金、売掛入

金手形、売掛入金振込、売掛入金その他、業者委託預り、

業者委託仕入、業者委託販売、商品券 現金在高、買取、委

託仕入、委託受付、委託販売、委託清算、委託返却 

商品券使用時：商品券、チケット、チケット値引 

11 処理種別 2 可変長 文字 

販売時：サービス 、返品                           

仕入 買取時：返品                               

移動入、移動出時：返品                            

出金時：キャッシュバック、サービス券、                 

商品券：返品 

12 部門 3：固定長 数値  

13 サブジャンル 可変長 数値 「ログ書き込み設定で」設定したコード 

14 商品コード 12：固定長 文字  

15 商品名 可変長 文字  

16 JAN コード 13：固定長 文字  

17 単価 可変長 数値 最大 8 桁 合計金額÷数 

18 数 可変長 数値 最大 4 桁 

19 合計金額 可変長 数値 最大 8 桁 

20 在庫 可変長 数値 最大 5 桁 

21 移動平均 可変長 数値 最大 8 桁 

22 原価 可変長 数値 マスタ仕入値（買値） 

23 税種別 1：固定長 文字 外税、内税、非課税 

24 年齢 可変長 数値 0 以上の数字 

25 性別 全角 1 文字 文字 無、男、女 のいずれか 

26 顧客メモ内容 可変長 文字 
内部的な設定を追加することにより表示 

サポートセンターへご相談ください 

27 カード会社 No 可変長 数値 
内部的な設定を追加することにより表示 

サポートセンターへご相談ください 



28 単価修正 可変長 数値 
内部的な設定を追加することにより表示 

サポートセンターへご相談ください 

29 税率 可変長 数値 書出内容選択にて「税率」をチェックした場合付加される 

30 
公共料金 

バーコード 
可変長 文字 標準料金代理収納コード 

31 来客数 可変長 数値 

内部的な設定を追加することにより表示 

サポートセンターへご相談ください 

（伝票同時出力時は未出力） 

32 CR 1 文字  

33 LF 1 文字  

 

 

●単品標準レコードフォーマット（1商品毎に作成されるレコ－ド ） 

No 項目名 バイト数 数型 内容 

1 シンボル 2：固定長 文字 ## 

2 伝票 No. 可変長 数値 1 以上の数字 

3 処理種別 1 可変長 文字 

販売、仕入、買取、移動出、移動入、廃棄、外税入金、内税

入金、非課税入金、出金、残金入金、売掛入金、売掛入金手

形、売掛入金振込、売掛入金その他、業者委託預り、業者委

託仕入、業者委託販売、商品券、現金在高、買取、委託仕入、

委託受付、委託販売、委託清算、委託返却 

商品券使用時：商品券、チケット、チケット値引 

4 処理種別 2 可変長 文字 

販売時：サービス 、返品                           

仕入 買取時：返品                               

移動入、移動出時：返品                            

出金時：キャッシュバック、サービス券、                 

商品券：返品 

5 商品コード 12：固定長 文字  

6 商品名 可変長 文字  

7 JAN コード 13：固定長 文字  

8 単価 可変長 数値 最大 8 桁 合計金額÷数 

9 数量 可変長 数値 最大 4 桁 

10 合計金額 可変長 数値 最大 8 桁 

11 在庫 可変長 数値 最大 5 桁 

12 移動平均 可変長 数値 最大 8 桁 

13 原価 可変長 数値 マスタ仕入値（買値） 

14 税種別 1：固定長 文字 外税、内税、非課税 

15 サブジャンル 可変長 数値  

16 税率 可変長 数値 書出内容選択にて「税率」をチェックした場合付加 

17 CR 1 文字  

18 LF 1 文字  

 

 

 



●伝票レコードフォーマット 

No 項目名 バイト数 数型 内容 

1 シンボル 2：固定長 文字 $$移動（入出庫）時は@@ 

2 伝票 No. 可変長 数値 1 以上の数字 

3 処理種別 可変長 数値 
売掛、販売、仕入、買取、委託、移動出、移動入、

廃棄、現金在高 

4 処理時刻（時） 2：固定長 数値 例：16 時→16 

5 処理時刻（分） 2：固定長 数値 例：20 分→20 

6 担当者コード 可変長 数値 0 以上の数字 

7 顧客コード 10：固定長 文字 

上 4 桁店番､下 6 桁顧客コード 

例：店番 0001、顧客コード 000001 の場合

→0001000001 

8 局番 可変長 数値 1～30 のいずれかが入る 通常は 1 

9 合計金額 可変長 数値 伝票毎合計金額 

10 外税税金 可変長 数値 伝票毎外税金合計金額 

11 内税税金 可変長 数値 伝票毎内税金合計金額 

12 移動先 可変長 数値 

移動時に設定した店舗コ－ド 

廃棄時は －1 

上記以外は 0 

13 プリペイドカード 可変長 数値 現在未使用 

14 リボカード 可変長 数値 現在未使用 

15 クレジットカード 可変長 数値 クレジット使用合計金額 

16 単品レコード数 可変長 数値 単品時のレコード数 

17 レート 可変長 数値 現在未使用 

18 外貨金額 可変長 数値 現在未使用 

19 外貨変換金額 可変長 数値 現在未使用 

20 使用ポイント 可変長 数値 ご利用されたポイント 

21 加算ポイント 可変長 数値 販売で加算されたポイント 

22 喪失ポイント 可変長 数値 有効期限を過ぎ失効したポイント 

23 手入力ポイント 可変長 数値 修正したポイント 

24 残りカードポイント 可変長 数値  

25 預かりポイント 可変長 数値 残ポイント 

26 会員年齢 可変長 数値 0 以上の数字 

27 会員性別 全角 1 文字 文字 無、男、女 のいずれか 

28 カードナンバー 16：固定長 数値  

29 顧客担当者コード 可変長 数値  

30 受取現金種別 1：固定長 数値 

1:現金、2:売掛、3:クレジット、4:クレジット+現金、 

5:クレジット＋売掛、6:現金＋売掛、7:内金＋残金、

8:デビット、10:商品券、11:商品券+現金、12:商品

券+クレジット、13:商品券+その他、14：フェリカ、

15：フェリカ+現金、16：フェリカ+売掛 、17：商

品券+フェリカ、18：銀聯、19：銀聯+現金、20：

銀聯+売掛、21：商品券+銀聯、 22：デビット+現

金、23：デビット+売掛、24：商品券+デビット 



31 受取現金額 可変長 数値 

受取現金種別により意味変動 

現金：1、4、6、11、13、15、19、22  

内金：7                                  

0 固定：2、3、5、8、10、12、14、16、17、18、

20、21、23、24 

32 残金額 可変長 数値 
受取現金種別により意味変動 1→0 固定 

※合計金額-受取現金を設定                               

33 小計後値引 （桁）可変 （型）数字  

34 預かり （桁）可変 （型）数字  

35 お釣り （桁）可変    

36 顧客ランク （桁）1 （型）数字  

37 カード会社 No （桁）最大 2 （型）数字 1-50 （0 の場合は未使用） 

38 カード内容 （桁）1 （型）数字 

0:無し、1:クレジット、2:リボ、3:デビット、4:分割、

5:2 回払い、6:ボーナス、7:フェリカ、8:銀聯、

9:WeChatPay、10:Alipay、11:Bitcoin(BitFlyer)、

12:Bitcoin(BitFlyer)分返金、13:Bitcoin(その他)、

14:Bitcoin(その他)分返金、15:d 払い、16:PayPay、

17:楽天 Pay、18:LinePay、19:auPay、

20:J-CoinPay、21:メルペイ、22:銀聯 QR コード、

23:AlipayHK、24:KakaoPay、25:JKOPAY、26:VIA、

27:LiiV、28:Touch’n GO、29:その他スマホ決済、

30:EZ-Link、31:りそなウォレット、32:銀行 Pay、

33:Bank Pay、34:K PLUS、35:EPOS Pay、

36:atone、37:AFTEE、38:pring、39:プレモコード

払い、40:FamiPay、41:MyJCB Pay、42:ANA Pay、

43:Alipay+、44:QUO カード Pay、45:Paidy、46:

ララ Pay、47:Pay どん、48:SmartCode、49:AEON 

Pay、50:TrueMoney、51:DANA、52:GCash、

53:PayPal 

39 一般合計免税額 可変長 数値 書出内容選択にて「免税」をチェックした場合付加 

40 消耗品合計免税額 可変長 数値 書出内容選択にて「免税」をチェックした場合付加 

41 一般免税対象 可変長 数値 書出内容選択にて「免税」をチェックした場合付加 

42 消耗品免税対象額 可変長 数値 書出内容選択にて「免税」をチェックした場合付加 

43 日付 

8：

YYYYMMD

D 

文字 
内部的な設定を追加することにより表示。サポート

センターへご相談ください。 

44 来客数 可変長 数値 
内部的な設定を追加することにより表示 

サポートセンターへご相談ください 

45 CR 1 文字  

46 LF 1 文字  

 

 

 

 



●操作レコードフォーマット 

No. 項目名 バイト数 数型 内容 

1 シンボル 2：固定長 文字 ** 

2 処理時刻 4：固定長 文字 例 17 時 08 分 → 1708 

3 操作名称 可変長 文字 最大半角 16 文字 

4 
操作前デー

タ 
可変長 文字 最大半角 8 文字 

5 
操作後デー

タ 
可変長 文字 最大半角 8 文字 

6 その他 可変長 文字 最大半角 24 文字 

7 局番 可変長 局番 1～30 のいずれかが入る 通常は 1 

8 日付 8：YYYYMMDD 文字 
内部的な設定を追加することにより表示。サポートセン

ターへご相談ください。 

9 CR 1 文字  

10 LF 1 文字  

 

●ヘッダレコードフォーマット 

No. 項目名 バイト数 数型 内容 

1 シンボル 2：固定長 文字 ++ 

2 処理時刻 12：固定長 数値 例：2022 年 7 月 22 日 17 時 06 分→202207221706 

3 店舗コード 4：固定長 数値 例：0001 

4 取込日時 12：固定長 数値 例：2022 年 7 月 22 日 17 時 06 分→202207221706 

5 取込フラグ 1：固定長 数値 現在未使用 

6 種別 1：固定長 文字 F→リサイクル、B→物販 

7 伝票開始 No 可変長 数値 1 以上の数字 

8 天気 可変長 文字 晴、曇、雨、台風（文字出力） 

9 管理 No   現在未使用 

9 CR 1 文字  

10 LF 1 文字  

 

【留意点】 

・画面上のチェックによりファイルフォーマットの項目数は可変します。 

・フィールド名書出は単品詳細のみを選択した時だけ指定可能。 


