
消費税軽減税率制度セミナー 

今すぐ準備に取り掛かるための 
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今日お話しすること 

01 消費税軽減税率制度とは 

02 軽減税率制度に対応したレジの準備 

03 軽減税率対策補助金を活用しよう！ 

04 価格を見直しましょう 

05 スタッフの教育はお済みですか？ 

06 まとめ 
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どんなものが軽減税率の対象になるのか 

2019年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます。 

みなさまのお店で下図の商品を扱うかどうか、確認しましょう。 

8% 軽減税率 10% 標準税率 

飲食料品 

テイクアウト 外食 

酒類 

宅配 
水道水 

週2回以上発行の新聞の定期購読等 

その他 

医薬品や医薬部外品、書籍・雑誌等 

その他 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 



軽減税率制度で店舗が受ける影響 

軽減税率制度の実施で会社やお店にとって様々な影響があります。 

商品や購入状況に 

よって変わる税率の把握 

軽減税率対応のレジや 

機器へ買い替え・改修 

レシート印字や商品の 

価格変更などの事前準備 

スタッフの 

教育が大変 

操作ミスが 

不安… 

買い替える 

余裕はないかも… 

レシートや請求書印刷 

はどうなるんだろう… 

帳簿の見直し 

が大変だな… 
値札はどうしたら 

いいんだろう… 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 



インボイス方式とは？ 

正式名称は「適格請求書等保存方式」という 

軽減税率とは別の制度です。 

インボイスとは適用税率や税額など法律に定められている事項が記載 

された、請求書・納品書などの書類をいいます。 

現状       請求書等保存方式 

 

2019年10月   区分記載請求書等保存方式 

 

2023年10月   適格請求書等保存方式（インボイス方式） 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 



区分記載請求書等保存方式（レシート・領収書の場合） 

区分記載請求書等保存方式（レシート・領収書の場合）2019年10月～ 

cafe 

領収書 

アップルジュース 

¥300     3点   ¥900 

¥600     1点   ¥600 

※ピザ（テイクアウト） 

合計      4点   ¥1,500 

 

10%対象    3点        ¥900 

（内消費税等       ¥82） 

8%対象      1点        ¥600 

（内消費税等       ¥44） 

 

 

お預り        ¥2,000 

お釣り           ¥500 

軽減税率品目を 

※印で明示 

税率ごとの内訳金額 

を記載 

cafe 

領収書 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-0594 

清
水 

株式会社大阪信用商事 様 2019 年 10 月 6日 

¥1,500- 

10%対象            ¥900- 

  8%対象            ¥600- 
但し、 

上記金額正に領収いたしました。 

「※」は軽減税率対象 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-0594 
2019 年 10 月 6 日 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 

※レシート、領収書サンプル：筆者作成 



日付

10/6

10/6

10/12

10/12

品目

食料品

雑貨

雑貨

食料品

区分

※

※

税込価格

4,320

5,500

7,560

4,400

11,880

9,900

合計 21,780

8%税率対象合計

10%税率対象合計

区分記載請求書等保存方式（請求書の場合） 

区分記載請求書等保存方式（請求書の場合） 2019年10月～ 

株式会社大阪信用商事 御中 

請求書 

ご請求額 21,780円 

発行日：2019年10月31日 

株式会社だいしんカフェ 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-6594 

注：※は軽減税率（8%）対象商品 

軽減税率品目を 

※印で明示 

税率ごとの 

内訳金額を記載 

※印の意味がわかる 

ように明示 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議

所/各地商工会議所） 

※請求書サンプル：筆者作成 



適格請求書等保存方式（レシート・領収書の場合） 

適格請求書等保存方式（レシート・領収書の場合） 2023年10月～ 

cafe 

領収書 

アップルジュース 

¥300     3点   ¥900 

¥600     1点   ¥600 

※ピザ（テイクアウト） 

合計      4点   ¥1,500 

 

10%対象    3点        ¥900 

（内消費税等       ¥82） 

8%対象      1点        ¥600 

（内消費税等       ¥44） 

 

 

お預り        ¥2,000 

お釣り           ¥500 

「登録番号」の記載。 

税務署に登録申請を行い、登録を受け

た事業者である必要があります。 

cafe 

領収書 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-0594 

清
水 

株式会社大阪信用商事 様 2023年 10 月 6 日 

¥1,500- 

10%対象            ¥900- （消費税 ¥82） 

  8%対象            ¥600- （消費税 ¥44） 
但し、 

上記金額正に領収いたしました。 

「※」は軽減税率対象 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-0594 

2023 年 10 月 6 日 

登録番号 xxxxxxxxxxxxxx 

登録番号 xxxxxxxxxxxxxx 
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※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 

※レシート、領収書サンプル：筆者作成 



適格請求書等保存方式（請求書の場合） 

適格請求書等保存方式（請求書の場合） 2023年10月～ 

株式会社大阪信用商事 御中 

請求書 

ご請求額 21,780円 

発行日：2023年10月31日 

株式会社だいしんカフェ 

大阪市天王寺区上本町8-9-14 

TEL:06-6775-6594 

注：※は軽減税率（8%）対象商品 

登録番号 xxxxxxxxxxxxxx 

「登録番号」の記載。 

税務署に登録申請を行い、登録

を受けた事業者である必要があ

ります。 
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日付

10/6

10/6

10/12

10/12

品目

食料品

雑貨

雑貨

食料品

区分

※

※

税込価格

4,320

5,500

7,560

4,400

11,880

900

合計 21,780

8%税率対象合計

消費税

10%税率対象合計 9,900

消費税 880

※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 

※請求書サンプル：筆者作成 



ちょっと特殊な記載方法 

ちょっと特殊な記載方法についてご説明します。 

1.一定期間の取引をまとめて記載 

10/1～10/31 容器 ：5,500円 

10/1～10/31 野菜※：54,000円 

合計  ：59,500円 

（10％対象：5,500円） 

（8％対象：54,000円） 

※は軽減税率対象商品 

2.すべてが軽減税率対象となる場合 

取り扱う商品がすべて軽減税率の対象である事業

者は、請求書等に「全商品が軽減税率対象」との

一文を記載すれば仕入税額控除の書類として認め

られます。 

3.旧税率も混在する場合の記載方法 
9月17日 容器 ：1,080円 

9月25日 野菜 ：21,600円 

2019年9月分合計：22,689円 

 

10月1日 容器 ：5,500円 

10月12日 野菜 ：54,000円 

2019年10月分合計：59,500円 

（10％対象：5,500円） 

（8％対象：54,000円） 

 

2019年9月16日～10月15日分合計：82,189円 

※は軽減税率対象商品 

    消費税率 地方消費税率 

2019年9月30日まで 標準税率8％の内訳 6.3% 1.7% 

2019年10月1日から 軽減税率8％の内訳 6.24% 1.76% 

前提として、旧税率の8％と軽減税率の8％は別物です。 

【記載方法】 

11 ※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 
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税率を打ち分けることができるレジは準備できていますか？ 

2019年10月以降は、 

軽減税率（8%）と標準税率（10%）のいずれにも対応できる 

レジが必要になります。 

■複数税率対応レジ例 

・ユビレジ 

 https://ubiregi.com/ja/reason/ 

・スマレジ 

 https://smaregi.jp/product/ 

・Airレジ 

 https://airregi.jp/function/ 

まずは、現在使用しているレジが軽減税率に対応しているかを確認しましょう。 

メーカーに問い合わせたり、取扱説明書を読んで確認しましょう。 
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軽減税率対応レジ（モバイルPOS）とは 

最近話題のモバイルPOS。 

ふつうのPOSレジといったい何が違うのでしょうか？ 

特徴 

1 従来のPOSレジと比べて導入コストが安い 

特徴 

2 常に最新の機能を使うことが出来る 

CHECK 

3 導入が簡単 

iPad等のタブレットやスマートフォンを利用できる為、従来のPOSレジと比較してハードやソフトの導入コストが低

い。 

多くの場合、アプリを使用するので、インターネットがつながっていれば、最新版をダウンロードするだけで、最新

の機能を使用することが可能。 

アプリを端末にダウンロードする簡単導入。 
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軽減税率対応レジ（モバイルPOS）機能価格比較-ユビレジ 

連携サービス 
弥生会計  トレタ  キャッシュレス決済  Freee  ぴかいちナビ  マネーフォワード クラウド  TKC FXシリーズ  防犯カ

メラ  Super Delivery  Win-Board.biz  Fooding Journal  

 

特徴 
月額0円プランあり  iPadレジ  ハンディ利用可  軽減税率対策補助金対象  複数店舗管理  自動釣銭機連携可  365日電

話サポート 

ユビレジ 株式会社ユビレジ 

導入費用例 

 

ミニマムではiPad端末費用のみでも開始

可能。通常は連携できる周辺機器を合わ

せて準備する形。レシートプリンター＆

キャッシュドロア導入費用例：約60,000

円～。 

月額費用例 

 

無料プラン 月額0円 : 売上データ72時間

保存 

プレミアム 月額5,600円 : 複数店舗管理、

ポイント連携機能など 

飲食店向けプラン 月額9,300円 : ハン

ディ利用 

小売店向けプラン 月額9,300円 : 在庫管

理機能 

10月末までは60日間返品保証サービスを行っているので、まずは試せる。 

飲食店をはじめ、小売店・サービス業などでも。  

15 ※メーカーウェブサイトを元に筆者作成 



軽減税率対応レジ（モバイルPOS）機能価格比較-スマレジ 

連携サービス 
MFクラウド会計  弥生会計  トレタ  キャッシュレス決済  Freee  ぴかいちナビ  TKC FXシリーズ  防犯カメラ  勘定

奉行クラウド  FOODIT21  ネクストエンジン 

 

特徴 
月額0円プランあり  iPadレジ  ハンディ利用可  軽減税率対策補助金対象  複数店舗管理  自動釣銭機連携可  365日電

話サポート 

スマレジ 株式会社スマレジ 

導入費用例 

 

ミニマムではiPad端末費用のみでも開始

可能。 

通常は連携できる周辺機器を合わせて準

備する形。レシートプリンター＆キャッ

シュドロア導入費用例 :約60,000円～ 

月額費用例 

 

スタンダード 月額0円 : 1店舗のみ 

プレミアム 月額4,000円 : 複数店舗管理、

PL管理、会計サービス連携など 

プレミアム プラス 月額7,000円 : 顧客管

理機能、365日受付コールセンター 

フードビジネス 月額10,000円 : 飲食店向

け。オーダーエントリーシステム

（OES）連携可 

リテールビジネス 月額12,000円 : 小売店

向け。高度な在庫管理、パスポートカメ

ラ読取、免税帳票印刷 

1店舗利用のスタンダードプランは月額無料で利用できる。パスポートリーダー、免税帳票印刷や各種QRコード決

済との連携で、インバウンド対策を考えている店舗にも。  

16 ※メーカーウェブサイトを元に筆者作成 



軽減税率対応レジ（モバイルPOS）機能価格比較-Airレジ 

連携サービス 
レストランボード Airペイ Square モバイル決済forAirレジ freee MFクラウド 弥生会計  TKC ラクスル ホットペッ

パーグルメ JOBCAN シフオプ BtoBプラットフォーム COREC ロイヤルシェフ 八面六臂 Royalshef モンスターチャ

ンネル ポンパレ タウンワーク メリービズ Talknote POICHI サロンボード みんなの電気 Airレジ ハンディ 

 

特徴 
月額0円プランあり  iPadレジ  ハンディ利用可  軽減税率対策補助金対象  複数店舗管理 

Airレジ 株式会社リクルートライフスタイル 

導入費用例 

 

ミニマムではiPad端末費用のみでも開始

可能。 

通常は連携できる周辺機器を合わせて準

備する形。レシートプリンター＆キャッ

シュドロア導入費用例 :約45,000円～ 

月額費用例 

 

・基本機能0円 

・「予約項目の追加」「固定ＩＰ制限」

「店舗切替機能」「アクセスログ機能」

の利用には別途有料プランへのお申し込

みが必要 

ビックカメラに専用カウンターを設置。 

Airレジハンディを2019年にリリースしましたが、こちらは完全有料のサービスです。 

17 ※メーカーウェブサイトを元に筆者作成 



軽減税率（補助金）をチャンスと捉えよう 

この機会に在庫管理や売上分析、レジ会計回りといった 

システムを見直し、買い替えることで、これまでの手作業や 

従来システムではできなかった恩恵を受けることができます。 

売上の分析、需要の予測、

データから得られる業務

改善のヒント 
欠品・過剰在庫の減少 

生産性の向上 

残業の減少、業務が 

俗人化しない 

従業員士気の向上、不正

の防止、信頼性の向上等 
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POSデータを効果的に分析しよう 

POSデータを分析する3つの手順 

POSデータを個人情報（PII）と個人を特定しないデータ（NPII）に仕分

け 

PIIとは、顧客の苗字・名前・E-mailアドレス・住所・携帯番号といった細かい個人情報のこと。一方、NPIIとは、

店舗でレジ入力の際に登録する性別や世代、家族連れか、個人客かといった個人を特定しない情報のこと。 

1 

RFM分析で顧客のセグメント（分類分け）をしていきましょう 

RFM分析とはRecency(いつ購入したか)・Frequency（購入頻度）・Monetary Value （どのくらい購入したか）を

分析し、顧客をセグメント（分類分け）し分析する手法。 

2 

Recency 

最終購入日が1ヶ月以内であればレベル

1、 
3ヶ月以内であればレベル2、 
半年以内であればレベル3、 
1年以内であればレベル4、 
１年以上まえであればレベル5 
といった具合に1～5のレベルで顧客を

分けます（期間は商材により異なる）。 

Frequency 

Recency同様、購入頻度が 
20回以上であればレベル1 
15回以上であればレベル2 
10回以上であればレベル3 
5回以上であればレベル4 
5回未満であればレベル5 
と仕分け（期間は、業種によって異な

る）。何回購入してくれたら常連さん

とよべるかが基準。 

Monetary Value 

一回の購入時に幾ら購入したかですが、 
10万円以上でレベル1 
5万以上でレベル2 
3万以上でレベル3 
1万以上でレベル4 
1万以下でレベル5 

19 ※参考：レジチョイス（https://rejichoice.jp/）。 



POSデータを効果的に分析しよう 

RFM分析の実施。 

前ページ三つの方法でRとFとMで顧客の仕分けを行ったら、これらをそれぞれクロスし

て分析を実施。以上をクロス分析を行い、ランク分けすることができます。 

優良顧客 一般顧客 
見込み

客 

不満発生顧客 事情発生顧客 

不信顧客 他人 

Flevel 1 Flevel 2 Flevel 3 Flevel 4 Flevel 5 

F
le

v
e
l 1

 
F

le
v
e
l 2

 
F

le
v
e
l 3

 
F

le
v
e
l 4

 
F

le
v
e
l 5
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※図表：筆者作成。 

※参考：レジチョイス（https://rejichoice.jp/）。 

 



POSデータを効果的に分析しよう 

POSデータを分析する4つの手順 

RFM分析から導きだされたセグメントをもとに、PIIやNPII等で細かく分

析 

前頁の「優良顧客」「一般顧客」「見込み顧客」をグループ別にPIIとNPIIを利用して分析。 

まずNPIIにて優良顧客のグループの性質を調べます。男性が多いのか、女性がおおいのか？ 

年齢はどの年齢が多いのか？といった大きなくくりでの偏りを見ていきます。 

つづいて、PIIを利用して、更に詳しく分析していきます。どの地域の方々が優良顧客になっているのか？ 

 

見込みの顧客群の中に優良顧客もしくは一般顧客群に多いグループの偏りがあった場合には、 

そのグループに対してのアプローチ方法を検討。 

例として、優良顧客群の中に「市内在住の住んでいる40代の正社員の女性のお客様」というグループがあった場合、 

見込み顧客群の中に、同じようなグループがあれば、その方たちにむけてDMを送るといった施策を行うことがで

きます。 

3 

21 ※参考：レジチョイス（https://rejichoice.jp/）。 



今日お話しすること 

01 消費税軽減税率制度とは 

02 軽減税率制度に対応したレジの準備 

03 軽減税率対策補助金を活用しよう！ 

04 価格を見直しましょう 

05 スタッフの教育はお済みですか？ 

06 まとめ 
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軽減税率対策補助金とは 

補助金には3つのタイプがあります。 

※軽減税率対策補助金ホームページより一部抜。 

※受発注システム指定業者改修型のB-1型は、既に交付申請期間が終了しております。 

※レジ導入・改修のA型、受発注システム指定業者改修型のB-2型、請求書管理システムのC型は、2019年12月16日まで申

請受付期間です。 

 （A型、C型が2019年9月30日までに購入契約完了必須。2019年12月16日までに設置・支払必須） 

 （B-2型が2019年9月30日までに契約・支払・導入・改修必須） 

・A型：軽減税率に対応した「レジ」導入等の補助金 

・B型：軽減税率に対応した「受発注システム」改修等の補助金 

・C型：軽減税率に対応した「請求書管理システム」改修等の補助金 

23 
※画像：軽減税率対策補助金公式ウェブサイト（http://www.kzt-hojo.jp/）より引用。 

※参考：軽減税率対策補助金公式ウェブサイト（http://www.kzt-hojo.jp/）。 



軽減税率対策補助金とは 

軽減税率に対応したレジの導入にかかる経費の 

一部を補助・支援する「軽減税率対策補助金」を活用しましょう 

レジ購入金額の最大         を補助・支援してくれます。 3/4 

までに入金、設置・導入または改修が完了し、 

までに購入契約が完了し、 

9月30日 2019年 

12月16日 2019年 

までに申請完了（設置・支払完了必須）。 

変更され

ました 
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軽減税率対策補助金の対象になる方１ 

以下の条件両方と次ページに該当している場合は、 

中小企業庁の軽減税率対策補助金の対象となります。 

軽減税率対象品目の取り扱いがある 中小企業者・小規模事業者である ＋ 

軽減税率対象品目とは 

・酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品 

・週2回以上発行されている新聞 

中小企業者・小規模事業者に当てはまるお店 

小売業 

資本金が5000万円以下または従業員が50人以下 

 

飲食・サービス業 

資本金が5000万円以下または従業員が100人以下 

25 ※参考：軽減税率対策補助金公式ウェブサイト（http://www.kzt-hojo.jp/）。 



軽減税率対策補助金の対象になる方２ 

以下の条件と前ページに該当している場合は、 

中小企業庁の軽減税率対策補助金の対象となります。 

1. 複数税率対応レジの導入または改修をする必要がある 

2. レジを使用して飲食料品（酒類は除く）を販売していて、今後も続ける 

3. 外食の事業者はテイクアウト・宅配・飲食料品（酒類は除く）の物販を 

  継続的に行っていること 

4. 予備やイベント用など、一時的に使うレジではない 

簡単に言うと、軽減税率8%と標準税率10%の区別が日常的に必要になるのであ

れば、対象となります。 

26 ※参考：Airレジマガジン（https://airregi.jp/magazine/）。 

https://airregi.jp/magazine/


レジ買い替え・導入の対策スケジュールを作りましょう 

軽減税率対策補助金を利用する場合の 

購入契約期限が迫っています！ 

消費税率（8%～10％)

2019年12月16日

までに申請完了

7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年

消費税率8%

A型 または C型

2019年9月30日までに

導入または改修等が完了

9/30 12/16 本日 

購入契約が完了 
（2019年9月6日現在） 

27 ※図表：筆者作成 



軽減税率対策補助金 お問い合わせ先 

詳細は、事務局のウェブサイトでの確認をおすすめしております 

軽減税率対策補助金指定ベンダー、製品が記載されています。また、補助金の申請方法については、上記軽減税率対

策補助金事務局、または指定ベンダーにご確認ください。 

http://kzt-hojo.jp/ 
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スマホの方はこのQRコー

ドを読み取ってください。 

パソコンの方はこのURLを

入力してアクセスしてくだ

さい。 

0120-398-111（フリーダイヤル） 

または 0570-081-222（通話料がかかります） 

申請者の方用の専用回線 

※画像：軽減税率対策補助金公式ウェブサイト（http://www.kzt-hojo.jp/）より引用。 



今日お話しすること 

01 消費税軽減税率制度とは 

02 軽減税率制度に対応したレジの準備 

03 軽減税率対策補助金を活用しよう！ 

04 価格を見直しましょう 

05 スタッフの教育はお済みですか？ 

06 まとめ 
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メニューの価格は見直しましたか？ 

必ずしも税込み価格を一律で引き上げる必要はありません。 

メリハリのある価格変更を検討しましょう。 

消費税10%に向けた価格見直しイメージ（店内飲食での例） 

収益の柱のため 

値上げ 

集客のため 

据え置き 

減収対策のため 

値上げ 

ドリンク類 名物・看板メニュー 注文数が多いメニュー 

540円（500円＋40円） 1,080円（1,000円＋80円） 432（400円＋32円） 

550円（500円＋50円） 1,080円（982円＋98円） 460（419円＋41円） 

8%｝ 

10%｝ 

30 
※参考：Airレジマガジン（https://airregi.jp/magazine/）。 

※図表：筆者作成。 

https://airregi.jp/magazine/


メニューの価格表示は決めましたか？ 

店内飲食と、出前・テイクアウトでの 

価格表（メニュー）を作成しましょう。 

メニュー 

 

チーズケーキ      324円 

         （320円） 

 

コーヒー      165円 

         （162円） 

 

〇〇セット     550円 

         （540円） 

 

※下段はテイクアウトの値段です。 

 

 

メニュー 

 

         店内飲食  （テイクアウト） 

チーズケーキ      324円     （320円） 

 

コーヒー      165円     （162円） 

 

〇〇セット     550円     （540円） 

クリームパン      162円 

（店内飲食     165円） 

イートインスペースのある小売

店等の商品棚における価格表示 

外食事業者のメニュー表示 

31 
※参考：Airレジマガジン（https://airregi.jp/magazine/）。 

https://airregi.jp/magazine/


今日お話しすること 

01 消費税軽減税率制度とは 

02 軽減税率制度に対応したレジの準備 

03 軽減税率対策補助金を活用しよう！ 

04 価格を見直しましょう 

05 スタッフの教育はお済みですか？ 

06 まとめ 
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マニュアルを作成しましょう（飲食店の場合） 

軽減税率制度の導入によって最も影響を受ける従業員の 

「教育」のため、マニュアルを作ってトレーニングをしましょう 

お客様から聞かれそうな質問 

（飲食店の場合） 

食べ残しを持ち帰り

たいのですが 

このお酒買って 

帰りたいです 

このセット1個だけ食

べて帰りたいです 

1個はここで食べ

て、もう1個は

買って帰ります 

No.

1

2

3

4

Q.お酒を買って帰りたいです。
A.お酒は持ち帰りの場合でも軽減税率の対象となりま

せんので、標準税率で費用を頂戴してください。

Q.（回転寿司等で）回っているお寿司を

パック詰めして帰りたいです。

A.元々持ち帰り用として注文いただいた物ではないの

で、標準税率で費用を頂戴してください。

質問 回答

Q.食べ残しを持ち帰りたいです。 A.標準税率にてお客様費用を頂戴してください。

Q.セット商品の一部を食べて帰りたいで

す。

A.セット商品のすべての費用を標準税率にてお客様か

ら頂戴してください。

詳細は「【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）」への荷電、

または「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」にてご確認の上、作成してください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm 

33 
※参考：消費税の軽減税率制度に関するQ&A 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm）。 



マニュアルを作成しましょう（小売店の場合） 

軽減税率制度の導入によって最も影響を受ける従業員の 

「教育」のため、マニュアルを作ってトレーニングをしましょう 

お客様から聞かれそうな質問 

（小売店の場合） 

コーヒーチケット 

をください 

今度ケータリング

をお願いしても 

いいですか？ 

そこのベンチで 

食べます 

BBQセットを 

ください 

No.

1

2

3

4

5

6 Q.ケータリングをお願いしたい。

A.ケータリングや出張料理（出前は除く）は標準税率

にて費用を頂戴してください。

（老人ホーム、学校給食等は除く）

Q.BBQセットをください。

A.お店内にBBQ施設がある場合は標準税率にて、BBQ

施設がない場合は、軽減税率で費用を頂戴してくださ

い。

Q.お酒を買って帰りたいです。
A.お酒は持ち帰りの場合でも軽減税率の対象となりま

せんので、標準税率で費用を頂戴してください。

Q.そこのベンチで食べます。

A.お店内のベンチであれば「飲食設備」に該当するの

で、標準税率にて費用を頂戴してください。

（ちなみに公園のベンチは貴社が設置したものではな

いので、「飲食設備」に該当しません。よって軽減税

率で費用を頂戴してください）

質問 回答

コーヒーチケット（回数券）を

ください。

A.店内でお召し上がりか、お持ち帰りか確認してくだ

さい。店内でお召し上がりの場合は標準税率、お持ち

帰りの場合は軽減税率で費用を頂戴してください。

（店内飲食用のチケットとお持ち帰り用のチケットを

分けてもよいかもしれません）

Q.セット商品の一部を食べて帰りたいで

す。

A.セット商品のすべての費用を標準税率にてお客様か

ら頂戴してください。

詳細は「【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）」への荷電、

または「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」にてご確認の上、作成してください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm 
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※参考：消費税の軽減税率制度に関するQ&A 

（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm）。 



軽減税率分の値引き等の告知は禁止です 

軽減税率制度に便乗して「消費税分を値引きする」 

という宣伝や広告をしてはいけません 

消費税は、テイクアウトと同じ 

8%に値引きしますよ。 

当店はお酒も消費税率 

8%に据え置いてますよ。 

・「この商品の消費税は、テイクアウトと同じ8%に値引きしています」はNG！ 

 →消費税の負担が軽くなっているかのような誤解を与えることは禁止です。 

 

・「当店ではお酒も消費税率8%のまま据え置き価格でお得です」はNG！ 

 →消費税を転嫁していないかのような誤解を与えることは禁止です。 

 

自店舗での案内表現を注意深く見直しましょう。 

35 
※参考：『中小企業のための消費税軽減税率制度導入と消費税転嫁対策』（日本商工会議所/各地

商工会議所） 



キャッシュレス・ポイント還元制度も忘れずに 

2019年10月1日からキャッシュレス・ポイント還元制度 

（正式には「キャッシュレス・消費者還元事業」）がはじまります。 

ポイント還元制度とは、消費者が中小店舗で商品やサービスを購入する際に、キャッシュレス決済（クレ

ジットカード、電子マネー、QRコード決済など）にて代金（税込金額）を支払った場合には、購入額の

最大5%のポイントが付与される制度です。 

（実施期間：2019年10月1日～2020年6月30日） 

 

対象事業者（小売業：資本金5,000万円以下または従業員50人以下。飲食・サービス業：資本金5,000万円

以下または従業員100人以下）であることを確認し、お早めの加盟店登録をお願いします。 

https://cashless.go.jp/franchise/ 
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スマホの方はこのQRコー

ドを読み取ってください。 

パソコンの方はこのURLを

入力してアクセスしてくだ

さい。 

※画像：キャッシュレス・消費者還元事業公式ウェブサイト（https://cashless.go.jp/）より引用。 

※参考：キャッシュレス・消費者還元事業公式ウェブサイト（https://cashless.go.jp/） 。 
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03 軽減税率対策補助金を活用しよう！ 

04 価格を見直しましょう 

05 スタッフの教育はお済みですか？ 
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準備リスト 

9月30日までに全ての項目を終えておきましょう。 

No. 項目 チェック 

1 会社・店舗で扱う商品が軽減税率の対象品目かどうかを確認済。 □ 

2 
軽減税率対策に向けた改善・修正のスケジュールができている。 
（仕入・在庫管理・販売・教育の整備、バックオフィス・売り場の整備など） □ 

3 帳票、レシート、請求書、領収書、納品書に、商品ごとに複数税率（8％・10％どちらか）の表示をさせる準備ができている。 □ 

4 現在使用している受発注システムやレジ、在庫管理システムが複数税率に対応しているかどうか確認済。 □ 

5 上記システムに登録している商品マスタの登録・修正・更新を完了している。 □ 

6 帳票、レシート、請求書、領収書、納品書に、商品ごとに複数税率（8％・10％どちらか）の表示をさせる準備ができている。 □ 

7 仕入れや支払い、商品などに関して変更がある場合、スタッフに周知している。 □ 

8 仕入れ価格や商品価格が変更になった場合の売上や利益の予測を終えている。 □ 

9 導入・改修予定のシステムやレジの購入契約を完了している。 □ 

10 導入・改修したシステムやレジに対して、「軽減税率対策補助金」の申請を完了している。 □ 

11 値札・POP・ポスターなどの各種案内物、商品棚の値札標記が、軽減税率に対応完了している。 □ 

12 消費税分を値引きするといった類のNGにあたる案内をしない旨、スタッフ全員が把握できている。 □ 

13 税率を間違えやすい商品をピックアップして、スタッフ全員で対策方法を共有できている。 □ 

14 軽減税率に向けた「マニュアル」を作成できている。または、既存のマニュアルを修正できている。 □ 

15 全スタッフへの説明、ロールプレイング研修が完了している。 □ 

38 
※参考：Airレジマガジン（https://airregi.jp/magazine/）。 

https://airregi.jp/magazine/


軽減税率制度に関するお問い合わせ先 

軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、 

以下の専用窓口へお願いいたします 

【国税庁】消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター） 

0120-203-553 

フリーダイヤル 

0570-030-456 
ナビダイヤル 

（全国一律市内通話料金） 

9:00から17:00（土日除く） 
受付

時間 
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おわりに 

ご清聴ありがとうございました。 
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