
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲＯＳＰＥＲ ＥＴ－３３／３３Ⅱシリーズ 
消費税率変更方法 

ＥＴ－３３０１Ⅱ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キーレイアウト】 

 

       ■設定に必要なカギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は消費税率や単価等を変更する、消費税率等の自動変更予約を行う場合の操作の一例を記載しています。

実際の変更の際には取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店様までご相談下さい。 

ＥＴ－３３３１ＦⅡ 



 

 

 

 

―税率８％から１０％への変更方法― 

 

～課税１の税率を１０％に変更する方法～ 

１）コントロールロックの鍵の位置を「設定１」に合わせます。 

２）【解除 不要です 】キーを押します。 

３）【Ｃ】ボタンを押します。 

４）数字の【５】を押します。 

５）【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６）【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７）【現計／預】ボタンを押します。 

８）数字の【１０００００】を押します。 

９）【現計／預】ボタンを押します。 

 

～課税１を内税 （外税） にする方法～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定２」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【１】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【１３】を押します。 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字の【１】を押します。     （外税の場合は【０】を押します） 

11）【現計/預】ボタンを押します。 

 

～部門１に課税１を設定する方法～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定１」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【２】を押します。     （品番の場合には【３】を押します） 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを３回押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します 

８） 数字の【１】を押します。     （課税を設定したい部門または品番番号を押します） 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字の【１】を押します。 

11）【現計/預】ボタンを押します。 

ＰＲＯＳＰＥＲ ＥＴ－３３／３３Ⅱシリーズ 
消費税率変更方法 

【ＭA またはOWキー】 

【ＭA またはOWキー】 

【OWキー】 

【 】内に網掛けで記載されている名称は 

フラットキーボードタイプのボタン名です。 



 

～内税を印字する場合は～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定２」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【１】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【１１】を押します。 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字の【１００１１１１】を押します。 

11）【現計／預】ボタンを押します。 

 

～部門単価設定も変更する場合は～ 

１）コントロールロックの鍵の位置を「設定１」に合わせます。 

２）【解除 不要です 】キーを押します。 

３）【Ｃ】ボタンを押します。 

４）数字の【２】を押します。    （品番の場合には【３】を押します） 

５）【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６）【直訂 訂正 】ボタンを 2回押します。 

７）【現計／預】ボタンを押します 

８）数字の【１】を押します。    （単価を設定したい部門または品番番号を押します。例は部門１です。） 

９）【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）変更する金額を押します。 

（例：1000円にする場合→数字で【１０００】を押します。） 

11）【現計/預】ボタンを押します。 

※続けて部門２の単価設定が表示されます。８）～11）の操作を課税設定が必要な部門または品番に対し 

て続けて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【OWキー】 

【ＭA またはOWキー】 



 

 

 

 

―税率８％から１０％への税率“自動”変更方法― 

 

注意：税率自動変更を行う場合には、事前にレジスター本体の日付・時刻が正しく 

セットされている事を必ずご確認ください。 

 

 

～税率自動変更日付の設定～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定１」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【５５５５】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【５】を押します 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字で【１９０９３０】を押します。（施行日が 201９年１０月 1日の場合） 

（レジスターの日付が和暦の場合は【０１０９３０】を入力します） 

11）【現計／預】ボタンを押します。 

 

～課税１の税率を１０％に変更する方法～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定１」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【５５５５】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【１０００００】を押します。 

９） 【現計／預】ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲＯＳＰＥＲ ＥＴ－３３／３３Ⅱシリーズ 
消費税率“自動”変更方法 

【ＭA またはOWキー】 

【 】内に網掛けで記載されている名称は 

フラットキーボードタイプのボタン名です。 



 

～内税に変更する場合は～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定２」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【１】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【５０】を押します。 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字の【１０００】を押します。  （外税の場合には【１００００】を押します） 

   ※本自動設定では全ての課税フラグを内税または外税に変更します。 

【１０００】を設定した場合、機能フラグ１３の＃１～４に【１１１１】が設定されます。 

【１００００】を設定した場合、機能フラグ１３の＃１～４に【００００】が設定されます。 

複合での自動変更は出来ません。 

11）【現計／預】ボタンを押します。 

 

 

注意：税率自動変更を行う場合には、上記で「税率自動変更日付」に設定した日付で 

    「全部門全取引売上精算」操作を必ず行って下さい。 

    精算操作後、設定した新税率が有効になります。 

    トレーニングを含めて、一度変更を行うと再度設定するまで自動変更は有効に 

なりません。 

    また、期間精算では自動変更は行われません。 

     

上記 10）項で【０】が設定されている場合、機能フラグ１３の＃１～４に 
【００００】が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【OWキー】 



 

 

 

 

―税率変更時の“単価”自動変更方法― 

 

注意：本機能を使用する際には前述の消費税率自動変更設定・操作を行って下さい。 

ET-33シリーズはソフトウェア Ver.J 以降が本機能に対応しています。 

 

 

～単価自動変更の設定 設定した単価への移行～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定２」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【１】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【５０】を押します 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字で【１０】を押します。   （部門の単価も変更する場合は【１１０】を入力します） 

11）【現計／預】ボタンを押します。 

 

 

注意：単価自動変更機能を有効にする為には、上記の設定以外に品番最大値を 
   ＥＴ－３３シリーズ   最大値１，０００ 
   ＥＴ－３３Ⅱシリーズ  最大値５，０００ 
   に設定して下さい。 

 
上記 10）項で【１０】を入力した場合 
【ET-33シリーズ】 
品番５０１～９００に設定された単価を、品番１～４００に自動的に置き換えます。 

【ET-33Ⅱシリーズ】 
品番２５０１～４９００に設定された単価を、品番１～２４００に自動的に 
置き換えます。 

 
上記 10）項で【１１０】を入力した場合 
【ET-33シリーズ】 
品番５０１～９００に設定された単価を品番１～４００に、 
品番９０１～９５０に設定された単価を部門１～５０に自動的に置き換えます。 

【ET-33Ⅱシリーズ】 
品番２５０１～４９００に設定された単価を品番１～２４００に、 
品番４９０１～４９５０に設定された単価を部門１～５０に自動的に置き換えます。 

 

 

ＰＲＯＳＰＥＲ ＥＴ－３３／３３Ⅱシリーズ 
単価“自動”変更方法 

【OWキー】 

【 】内に網掛けで記載されている名称は 

フラットキーボードタイプのボタン名です。 



 

～単価自動変更の設定 単価の自動計算変更～ 

１） コントロールロックの鍵の位置を「設定２」に合わせます。 

２） 【解除 不要です 】キーを押します。 

３） 【Ｃ】ボタンを押します。 

４） 数字の【１】を押します。 

５） 【一括取消 レシート発行停止 】ボタンを押します。 

６） 【直訂 訂正 】ボタンを押します。 

７） 【現計／預】ボタンを押します。 

８） 数字の【５０】を押します 

９） 【客 一括取消 】ボタンを押します。 

10）数字で【１００００００】を押します。 

（設定されている単価を税抜きに変更する場合は【１０００００００】を入力します） 

11）【現計／預】ボタンを押します。 

 

 

注意：上記 10）項で【１００００００】を入力した場合、部門・品番の単価が 

   外税設定の場合には新税率を加算した単価、 

   内税設定の場合には現税率を引いた後、新税率を加算した単価に変更します。 

   また、課税の設定は全て内税設定に変更となります。 

 

   上記 10）項で【１０００００００】を入力した場合、部門・品番の単価が 

   外税設定の場合には現在の単価のまま変更無く、 

   内税設定の場合には現税率を引いた単価に変更します。 

   また、課税の設定は全て外税設定に変更となります。 

 

 

 


