
表示が見やすく、さらに便利に。

電子レジスタ
XE-A207W

（ホワイト）

XE-A207B
オープン価格

（ブラック）

日計／点検レポート レシート（原寸大見本）
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このカタログの内容は、2011年3月現在のものです。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

日付/時刻/責任者番号
レジスタ番号/一連番号/
責任者名

コマーシャルメッセージ

日付/時刻/責任者番号
レジスタ番号/一連番号/
責任者名

部門番号/部門売上点数

部門売上合計点数と金額

売上小計

部門名/部門売上金額

内税課税売上合計
内税額合計
消費税額合計
税抜純売上合計

総売上点数店名ロゴ
コマーシャルメッセージ

店名ロゴ

＊このレポートは、任意に縮小しております。

直前訂正、指定訂正の
回数と合計金額

返品登録の回数と合計金額

取引後訂正の回数と
合計金額

入金の回数と合計金額

支払回数と合計金額

現金売りの回数と合計金額

券売りの回数と合計金額

領収証の発行回数と
合計金額

信用在高

両替の回数
1万円札の枚数
取引件数

個々の商品に対する
値引の回数と合計金額

信用売りの回数と合計金額

信用売りの回数と合計金額

総売上合計
平均売上単価

印紙付領収証の発行回数と
合計金額

個々の商品に対する
割引の回数と合計金額
個々の商品に対する
割引の回数と合計金額

現金在高
券在高

信用／券釣額

■商品ご理解のために

仕様

外形寸法（ドロア含む）

ドロア寸法（ゴム足含む）

形名
登録桁数

質量（ドロア含む）
電源
消費電力
使用温度範囲
表示部
プリンタ部※2
ドロア
メモリー保護/時計機能

客側表示器ポップアップ時、高さ335mm
幅345×奥行420×高さ295mm

幅335×奥行420×高さ95mm

XE-A207W/XE-A207B
合計7桁（1取引）

約8.0kg
AC100V±10％、50/60Hz

動作時11.8W  待機時7.4W  スリープモード時6.1W
0～40℃、20～90％RH（非結露）

オペレータ側：バックライト付液晶（20文字※1×4行）160×64ドット　客側：LED（7桁）
印字方式：感熱ラインドット方式、印字速度：約15行/秒、印字桁数：30桁※1

9金種（紙幣用3、硬貨用6）、コインケース分離型
単3アルカリ乾電池2本。日付自動更新、記憶保持期間：約1年

■商品ご使用について ●当製品は日本国内においてのみ使用可能です。●ＬＣフォントは、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したフォントです。ＬＣフォント/ＬＣＦＯＮＴおよびＬＣロゴマークは、シャープ
株式会社の登録商標です。ただし、記号など、一部ＬＣフォントでないものもあります。
■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中で､品切れになるものもありますので､販売店におたしかめのうえ､お選びください｡ ●製品改良のため､仕様の一部を予告なく変更することがあります｡また､商品の色調は印刷の
ため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください｡ ●本カタログの表示はすべてハメコミ合成です。 ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●SDロゴは商標です。 ●nanacoは株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。 ●その他記載されている会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

※1 半角カナ、英数字の場合。　※2 巻取軸はオプションです。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

店名・領収証ロゴ作成（有償）について

本体同梱「取扱説明書」の店名・領収証ロゴ作成依頼書でご注文
いただくと、SDメモリーカードにてご提供いたします。〔別途有償
3,000円＋税（SDメモリーカード込み）〕このSDメモリーカードから
店名・領収証ロゴデータの読み込み操作を行えば、店名・領収証
ロゴが印刷※されます。

※ 店名・領収証ロゴに黒色部分が多い時は、印字密度の制限の
ため、ご希望通りに作成できない場合があります。

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

全項目取消回数と合計金額

小計値引の回数と合計金額

小計割引の回数と合計金額

小計割引の回数と合計金額

●感熱ロール紙：
RL-140T/RL-141T
（紙幅57.5±0.5mm、外径70mm）
RL-130T/RL-131T
（紙幅57.5±0.5mm、外径80mm）

H.20 XE207A1ビ（シ）-1185

●ご購入の際は､購入年月日･販売店名など所定の
事項を記入した保証書を必ずお受けとりください｡

●リース・クレジットのご用命は
　 シャープファイナンスへ。

安全にお使いいただくために　
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  表示された正しい電源・電圧でお使いください。

単位：mm

※1 客側表示器を下げた時：295mm  ※2 本体幅：345mm

外形寸法

335※2

42
0

95

335※1

XE -A207W（ホワイト）

■PHS・IP電話からは…
　電話 06-7634-4095
　FAX 06-6794-9675

■受付時間
　月曜日～土曜日 
　9:00～18:00
　（日曜・祝日および
　年末年始を除く） 

レジスタ 購入前・使い方相談窓口

＊全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
＊携帯電話からもご利用いただけます。

0570-002-023
（全国共通番号）

0570-005-008
（全国共通番号）

カスタマーセンター〈沖縄地区を除く〉

＊全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
＊携帯電話からもご利用いただけます。

■PHS・IP電話からは…
　電話 06-6794-9676

■受付時間
　月曜日～土曜日 9:00～17:40
　（日曜・祝日および
　年末年始を除く） 

■沖縄地区の方は…
　沖縄シャープ電機株式会社
　電話 098-861-0866
　（月曜日～金曜日 9:00～17:30、
　祝日および弊社休日を除く）

ご購入・使い方に関してのご相談 保守サービス・修理のご相談



●紙送り ●後レシート ●%1
●訂正 ●入金 ●レシート発行/停止
●値引 ●%2 ●戻品（返品） 
●支払 ●乗算 ●クリア 
●置数 ●部門 ●責任者／金額 
●PLU ●金額 ●↑（カーソル上） 
●↓（カーソル下） ●強制解除 ●万円 
●信用1 ●券売 ●現金売り／預り／両替
●モード切替 ●領収証 ●信用2
●小計／時計／不加算登録

お客様への金額表示部にポップアッ
プ回転式を採用。見やすい角度に調
整しやすく、文字も明るいLED表示
ではっきりと確認できます。
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原寸大

分離型コインケース

カスタマサポートツール※を利用
して部門名や商品名、消費税の
税率などの設定をパソコンで
行い、設定データをSDメモリー
カードを使ってレジスタ本体に取
り込むことができます。
※カスタマサポートツールはシャープホームページよりダウンロードできます。
動作環境：Windows® 7 Home Premium（64ビット/32ビット）/Windows Vista® Home 
Premium SP2（32ビット）/Windows® XP Home SP3（32ビット）

●レジスタ本体との接続ケーブルはオプションです。
対応機種：JET-Sシリーズ  製造元：オムロン株式会社

スムーズにキーが押せるように、金額入力、分類キー、売上キーをブ
ロックごとに分けて配列。さらに使用頻度の高いキーは大きくして、
入力しやすくしています。

SDメモリーカード（市販）を使って、電子
ジャーナル（テキスト形式）、売上データ
（CSV形式）をSDメモリーカードに保存
でき、パソコンでEXCELなどの表計算ソ
フトを使ってデータ管理ができます。

◎SDメモリーカード推奨メーカー:パナソニック、ハギワラシス
コム/容量:4GB～32GB ◎動作確認済の品番については、
シャープホームページにてご確認ください。

クレジット、中国の銀聯 (ぎんれん ) 、さらに電子マネー
（QUICPay TM、nanaco ®他）がCARDNETセンターを通じて
決済できる端末機を利用できます。

「漢字対応」4行液晶表示文字も数字も見やすい。

オペレータ用表示部は「漢字対応」10文字※1×4
行の大型液晶を採用。チルト機構付きなので
角度調整も自在※2。また文字は視認性に優れた
シャープ独自の「LCフォント」を採用しました。

10部門・1,200PLU
・10責任者
商品カテゴリーを10分類（10部門）まで
分けて管理できるほか、最大1,200の
商品をPLUとして設定でき、商品の
単品管理に役立てることができます。
また、担当ごとに売上管理するための
責任者登録も10名まで可能です。

電子ジャーナル 最大10,000行
売上登録の記録明細（電子ジャーナル）は、最
新の約10,000行分を本体メモリーに記憶。
必要なときにまとめて印字できます。また、日
付、時刻、レシート番号、責任者検索による印
字もできるので、お客様からの問い合わせ時
にも活用できます。

キャッシュドロア
3紙幣6硬貨を収納。

スリム設計のド
ロアは場所をと
らず、使い勝手
の良い3紙幣6
硬貨収納タイプ
です。

58mm幅サーマルプリンタヨコ型領収証を発行。
手軽な投げ込み方式
用紙交換もカンタン。

約15行/秒印字の58mm幅サーマルプリンタを搭載。収入印紙貼
付欄などを備えたヨコ型領収証をきれいな文字ですばやく発行し
ます。また、領収証ロゴを印字することができます。

ロール紙の交換は投げ込み方
式を採用し、簡単に行えます。
混雑時などもすばやく交換で
きます。

領収証ロゴ

やさしい 操 作 性と 頼 もしい 発 展 性 を、
洗 練されたスタイ ルにまとめました 。

XE -A207B（ブラック） XE -A207W（ホワイト）

ポップアップ回転式LED表示

ブロック別キー配列スピーディーに入力。 システムアップして、ひとクラス上の快適さ。
クレジット・電子マネー決済端末対応オプション

SDメモリーカードでデータ保存パソコンと連携。

●詳しくは、お買上げ販売店もしくは弊社
営業担当までお問い合わせください。

※1 半角カナ英数字の場合は20文字×4行。 
※2 水平面より25～70度の調節が可能。

SDメモリーカードで
パソコン連携

クレジット・電子マネー
決済端末対応
　（オプション）

入力しやすい
キー配列

大きな文字で
ハッキリと表示

パソコンを活用して
レジスタの各種設定ができます。

●レジスタ本体との接続ケーブルはオプションです。
対応機種：JET-Sシリーズ  製造元：オムロン株式会社




