
№  1

令和元年５月１５日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

1
入札説明書
機能証明書

機能証明書（別紙-1、別紙-2）のご提出期限について　入札説明書別添の総合評価基準及
び機能証明書にて　”総合評価のための書類の作成・提出時の留意点”と記載がございます
が本件のご提出時期はいつになりますでしょうか。

機能証明書の提出については、最終見積書の提出と合せ、令和元年7月29日（月）
16時までにご提出をお願いします。

2

入札説明書
機能証明書

入札説明書別添の総合評価基準及び機能証明書内の” 機能証明書作成要綱  ”にて、下
記の通り記載がございます。 「② ①に添えるカタログ等の資料については、仕様書の項番
に合せた一覧表（様式任意）を作成しあわせて提出すること。」こちらで記載している"仕様書
の項番"とはどちらを指しますでしょうか。

特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」の項番に併せて作成しご提出をお願
いします。

3

特記仕様書３「物件の詳細編（ソフトウェア）」
１－１－１－１

レストラン用キッチンディスプレイのウィルス対策ソフトについて特記仕様書3：ソフトウェア編
のP101に「レストラン用キッチンディスプレイのウィルス対策ソフトとして、McAfee Embedded
Control のホワイトリスティング方式のソフトウェアを調達するものとする。」と記載がありま
す。
レストラン用キッチンディスプレイのウィルス対策ソフトはソフトウェア側に組みこんでいるも
のではないでしょうか？

基本的には、McAfee Embedded Control のホワイトリスティング方式のソフトウェア
を調達するものとしておりますが、仕様書に記載のとおり「McAfee Embedded
ControlをインストールできないOSの場合は、メーカーが開発したホワイトリスティン
グ方式相当のツールにより、セキュリティ対策を実施することも可能とする。」として
います。

4

特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」
１－１－３－１

特記仕様書2：物件の詳細編（POS等機器）、1－1－3－1 レストラン用ハンディターミナル要
求仕様にて予備のバッテリーパックの必要性について特に記載がございませんが、予備
バッテリーは不要の認識でよろしいでしょうか。
必要であれば、必要数量をご指示いただけますでしょうか。

レストラン用ハンディターミナルの予備バッテリーについては、不要との認識で問題
ありません。なお、特記仕様書５「保守サービス編」１－３－８において、当該品につ
いては消耗品として対応するようにしています。

5

特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」
１－１－３－５

特記仕様書2：物件の詳細編（POS等機器）、 1－1－3－5 レストラン用キッチンディスプレイ
要求仕様にて”据付   壁掛け、スタンド据置は対応すること”と記載がございます。
壁掛けスタンド、卓上スタンドは必要となりますでしょうか。
必要であれば、どちらのスタンドがいくつ必要であるか必要数量をご指示いただけますでしょ
うか。

レストラン用キッチンディスプレイの「据付」「壁掛け」「スタンド据置」の対応について
は、いずれかの対応が必要となりますが、落札後の現地調査により確定することと
なります。
なお、必要数については確定していないため、全てを卓上スタンドにてお考えくださ
い。

6

特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」
１－１－１
１－１－４

特記仕様書2：物件の詳細編（POS等機器）、 １－１－１ＰＯＳレジ本体・１－１－４券売機本
体にて POS用外付けＵＰＳ、及び券売機用UPSについて記載がございません。
上記ＵＰＳは不要の認識でよろしいでしょうか。
必要であれば、ご指示いただけますでしょうか。

ＵＰＳについては、本調達では不要との認識で問題ありません。

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。



№  2

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年５月２１日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

7

入札説明書
金抜設計書データ

様式7-3リース期間2

共通仕様書（特記仕様書1）P7-8記載の物件数量と様式7-3リース期間2記載の物件数量に
相違がございます。
　どちらの数量を正としてお見積もりを作成すればよろしいでしょうか。

様式7-3リース期間2記載の数量に誤りがありましたので訂正いたします。

8

特記仕様書４「物件の詳細編（設定及び設置
作業）」

１－１－１

　特記仕様書4：物件の詳細編[設定および設置作業]のP1、1-1-1設定及び設置作業につい
てソフトウエア適合確認・上位システム適合確認に関しまして、正常動作の判断基準が不明
確となっております。
　本件の判断基準は提示して頂けるのでしょうか？

当該適合確認については、当社が調達する店舗機器及び上位システムのソフトウェ
ア開発会社とともに適合性について確認を行う予定としており、入札後に実施いたし
ます。

9

入札全般 受注者（入札者）の位置づけは【元請】との認識でよろしいでしょうか？ 受注者の位置づけは、その認識で間違いありません。



№  3

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年５月３１日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

10

特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」
１－１－６
１－１－７

本体には、クレードル、チャージャーを含むとの認識で宜しいでしょうか。 クレードルは、本体に含まれる認識であり、本体と同数必要となります。
　一方、チャージャーは、本体に含まれず、特記仕様書（物件の品目及び数量編）Ｐ
２に記載のとおり、118台必要となります。
　なお、バッテリーチャージャー１台で検品・棚卸用ハンディターミナルが6台までが充
電可能と想定しており、各SA・PAの必要数で積算した結果、バッテリーチャージャー
は118個必要となります。詳細は、貸与図書-1をご参照ください。
　なお、検品・棚卸用ハンディターミナルの充電可能な台数に変更が生じる場合は、
そのことをご提示いただき、見積に必要なバッテリーチャージャー台数を変更してい
ただきますようお願いいたします。

11
特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」

１－１－７
今回プリンタ別体でのご提案となります。プリンタは本体と同数で宜しいでしょうか。 プリンターが外付け型の場合、検品・棚卸用ハンディターミナルを1台以上調達する

エリア毎に1台必要となり、その場合の必要台数は116台になります。

12
特記仕様書２「物件の詳細編（ＰＯＳ等機器）」

１－１－７
バッテリーチャージャー 118台の用途は何になりますでしょうか。 バッテリーチャージャーの用途は検品・棚卸用ハンディターミナルを複数台充電する

ために使用します。



№  4

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月５日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

13

入札説明書
アフターサービス・メンテナンス体制証明書

保守体制に関し、アフターサービス・メンテナンス体制証明書の提出が必要ですが、記載方
法はどのようにすれば良いでしょうか。

アフターサービス・メンテナンス体制証明書への記載については、当社の借入場所
を行う場所毎に保守会社・保守拠点・保守拠点住所・借入場所までの所要時間・休
業日の有無・受付時間・移動時間について記載をお願いします。



№  5

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月１７日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

特記仕様書４「物件の詳細編（設定及び設置
作業）」
１－１－１

本入札は店舗機器についての調達であるため、当該機器に対する試験の実施は想定して
おります。
　落札後、ソフトウェアを含めた適合確認・上位システム適合確認に協力はさせていただくも
のの、ソフトウェアの正常動作及び上位システムを含めた試験内容の制定（試験方案書作
成及びその適合・不適合の判断）は本調達の範囲のみでは判断が出来かねます。
　そのため、落札業者は適合試験を行うための機器立上げ（ＯＳインストール程度）と配線を
実施し、それ以外は他社（ソフトウェア開発会社及び上位システム構築会社）が実施し、適合
判断をすると言う解釈で宜しいでしょうか。
　上記の認識と異なる場合は応札金額に影響をしますので、落札後の協議ではなく、本調達
業者が適合確認に対して何を実施するか明確に示していただけますようお願いいたします。

1－4－1－1　POSレジ向けアプリケーションの適合確認
受注者は、当社が貸与する下記POSレジ向けアプリケーションが、受注者が選定す
るPOSレジ本体等機器に適合し、適正に動作するための作業を実施するものとす
る。
なお、当該アプリケーションは、機能性、使用性、安全性、上位システム連携性等に
おいて、当社向けに最適化されたPOSレジアプリケーションである。
インストール手順書等は当社が貸与し、受注者がインストール作業を実施するもの
とする。
1－4－1－2　レストランオーダリング向けアプリケーションの適合確認
受注者は、当社が貸与する下記レストランオーダリング向けアプリケーションが、受
注者が選定するレストランオーダリング機器に適合し、適正に動作するための作業
を実施するものとする。
なお、当該アプリケーションは、機能性、使用性、安全性、上位システム連携性等に
おいて、当社向けに最適化されたレストラン用オーダリングシステム向けアプリケー
ションである。
インストール手順書等は当社が貸与し、受注者がインストール作業を実施するもの
とする。
1－4－1－3　券売機向けアプリケーションの適合確認
受注者は、当社が貸与する下記券売機向けアプリケーションが、受注者が選定する
券売機本体等機器に適合し、適正に動作するための作業を実施するものとする。
なお、当該アプリケーションは、機能性、使用性、安全性、上位システム連携性等に
おいて、当社向けに最適化された券売機向けアプリケーションである。
インストール手順書等は当社が貸与し、受注者がインストール作業を実施するもの
とする。

1－4－1－4　検品・棚卸用ハンディターミナル向けアプリケーションの適合確認
受注者は、当社が貸与する下記検品・棚卸用ハンディターミナル向けアプリケーショ
ンが、受注者が選定する検品・棚卸用ハンディターミナル本体等機器に適合し、適
正に動作するための作業を実施するものとする。
なお、当該アプリケーションは、機能性、使用性、安全性、上位システム連携性等に
おいて、当社向けに最適化された検品・棚卸用ハンディターミナル向けアプリケー
ションである。
インストール手順書等は当社が貸与し、受注者がインストール作業を実施するもの
とする。
1－4－1－5　PC設定ツールの適合確認
POSレジ向けアプリケーション、レストランオーダリング向けアプリケーション、券売機
向けアプリケーション及びラベルプリンタ向けアプリケーションの各種設定及びデー
タ連携を支援するツールとして、当社が貸与する下記PC設定ツールを用いるものと
する。
したがって、受注者はソフトウェア適合確認において、下記PC設定ツールの適合も
含めて確認するものとする。

14



№  6

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月１７日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

インストール手順書等は当社が貸与し、受注者がインストール作業を実施するもの
とする。
なお、PC設定ツールはパソコン上で動作するアプリケーションであるが、PC設定
ツールをインストールするパソコンは当社が貸与するものとする。

上記記載より、
・受注者は機器を選定いただくこと
・選定機器に当社が用意するアプリケーションをインストールして動作をするようため
の作業を実施していただくこと
・インストール手順書は、当社から貸与させていただくこと
がお分かりいただけると思います。

また、留意事項として、以下、記載させていただいております。
1－4－1－6　ソフトウェア適合確認における留意事項
(1)ソフトウェア適合確認において、当社が貸与するアプリケーションにおける潜在バ
グによる不具合等、受注者の責によらない不具合が発生した場合は、当社及び当
社が指定する事業者が改修作業を実施するものとする。
(2)ソフトウェア適合確認において、当社は当社が指定する事業者とともに受注者を
支援するため、当社と受注者の協力体制のもと、役割分担を明確に定義したうえで
作業を実施するものとする。
従いまして、
・受注者は、当社が指定する事業者とともに主体的に適合確認を実施いただくことに
なります。
・受注者は、当社が貸与するアプリケーションが受注者にご用意いただく機器に適合
することを保証していただくことになります。
・よって、ソフトウェアの正常動作、試験内容の制定（試験方案書作成及びその適
合・不適合の判断）は当社が指定する事業者と協力体制のもと、受注者に実施して
いただきます。

〇上位システム適合確認について
仕様書に以下、記載させていただいております。
-------------------------------------------------------
特記仕様書4：物件の詳細編（設定及び設置作業）
1－4－2　上位システム適合確認
1－4－2－1　POSレジ本体等機器の適合確認
受注者は、ソフトウェア適合確認が完了したPOSレジ本体等機器と上位システムを
連携し、適正に動作するための作業を実施するものとする。
1－4－2－2　レストランオーダリング機器の適合確認
受注者は、ソフトウェア適合確認が完了したレストランオーダリング機器と上位シス
テムを連携し、適正に動作するための作業を実施するものとする。

14



№  7

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月１７日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

1－4－2－3　券売機本体等機器の適合確認
受注者は、ソフトウェア適合確認が完了した券売機本体等機器と上位システムを連
携し、
適正に動作するための作業を実施するものとする。
1－4－2－4　検品・棚卸用ハンディターミナル本体等機器の適合確認
受注者は、ソフトウェア適合確認が完了した検品・棚卸用ハンディターミナル本体等
機器と上位システムを連携し、適正に動作するための作業を実施するものとする。
1－4－2－5　PC設定ツールの適合確認
POSレジ向けアプリケーション、レストランオーダリング向けアプリケーション及び券
売機向けアプリケーションの各種設定及びデータ連携を支援するツールとして、ソフ
トウェア適合確認が完了したPC設定ツールを用いるものとする。
したがって、受注者はソフトウェア適合確認において、ソフトウェア適合確認が完了し
たPC設定ツールの適合も含めて確認するものとする。

上記記載より、ソフトウェア適合確認が完了した各種機器を受注者が当社に持ち込
んでいただき上位システムとの連携テストを実施していただくことがお分かりいただ
けると思います。

また、留意事項として、記載させていただいております。
＊一部のみ抜粋して記載させていただきます。

1－4－2－6　上位システム適合確認における留意事項
(6)上位システム適合確認におけるテストケースは、当社及び当社が指定する事業
者が作成するものとし、受注者はテストケースに応じたPOS等機器のオペレーション
を実施するものとする。
ただし、必要に応じて受注者はテストケースの追加の提案及びテストの実施を行うも
のとする。

従いまして、
・受注者は、当社が指定する事業者とともに主体的に上位システム適合確認を実施
いただくことになります。
・受注者は、上位システムとの機器に適合することを保証していただくことが必要に
なります。
・よって、ソフトウェアの正常動作は、当社が指定する事業者と協力体制のもと、受
注者に実施していただきます。
・ただし、ソフトウェア適合確認と異なるのは、上位システム適合確認のテストケース
は当社が作成します。

以上から、貴社のご認識が「適合試験における受注者の役割が機器立上げ（ＯＳイ
ンストール程度）と配線を実施」のみであり、それ以外は当社が実施する」ということ
であれば、当社の認識と大きく異なります。

14



№  8

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月１７日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

15

【貸出図書-2】LAN回線等の設置図面 ・羽生PA上り線の項番について
　羽生PA上り線の項番が「036-037」と記載されておりますが、お間違いはございませんで
しょうか。 なぜこのような表記としているのでしょうか。

貸与図書①の№36-37（羽生PA上り）と整合させています。

16

特記仕様書4「物件の詳細編（設定及び設置
作業）」
1－5　設置作業

作業員及び搬入について
　一般道から進入は可能でしょうか。

基本的には一般道からSA・PAの商業施設のバックヤードへの侵入は可能ですが、
一部SA・PAでは、一般道かの侵入が困難な箇所があります。（例えば前沢ＳＡは商
業施設のバックヤードが高速道路本線側にあることから一般道での侵入は困難）
そのため、現地調査の際に可否確認を実施のうえ、決定することといたします。

17

特記仕様書4「物件の詳細編（設定及び設置
作業）」
1－5　設置作業

現地調査/仮設置/本設置それぞれの作業時間帯について
　作業時間に指定はございますでしょうか。

現地調査及び仮設置は、日中で行う予定です。
　一方、本設置は、エリアの営業に影響を及ぼさない時間帯で実施しますので、エリ
アによっては、夜間作業（深夜含む）が発生します。

18

入札説明書
金抜設計書データ

金抜設計書データ「様式7-3」の保守サービス料（5年）について
　リース期間1～7のリース期間に対し乖離することとなりますが、保守サービス料は5年で算
出してもよろしいでしょうか。
　また番号62～70について、保守サービスはどのような保守を想定されておりますでしょう
か。

金抜設計書データの様式-3の保守サービス期間については、物件のリース期間と
同様のため、修正いたします。また、番号62～70の保守についても不要のため、金
抜設計書データを修正いたします。

19

『特記仕様書4：物件の詳細編（設定及び設置
作業』
1-5-4-5仮設置における留意事項
1-5-1-2現場ヒアリング

『教育』の記載がありますが、教育実施は今回の見積対象外でよろしいでしょうか。 見積対象となります。
仮設置時の教育は
・今回調達するPOS等機器のハードウェア操作に係る教育
・今回調達するPOS等機器に搭載するソフトウェアに係る教育
を予定しています。
後者に関しては受注者の対応範囲外ですが、前者に関しては、POS等機器の操作
（POS、券売機等の電源投入、切断、レシートプリンタのセット方法、機器の清掃方法
等）の利用者教育を実施していただくものとしています。

20

『特記仕様書4：物件の詳細編（設定及び設置
作業』
1-5-5-5本設置における留意事項

撤去作業に関して、当社および当社が指定する事業者が実施するためと記載があるが、撤
去実施は今回の見積対象外でよろしいでしょうか。（ネットワーク機器含む）

現行機器の撤去については、当社が指定する事業者実施することから、今回の見
積対象外となります。

21

『特記仕様書4：物件の詳細編（設定及び設置
作業』
1-5-4仮設置

仮設置について、”店舗に納品予定の機器はすべて仮設置時に納品をする”でよろしいで
しょうか。また、仮設置場所のネットワーク環境は事前に準備されている前提でよろしいで
しょうか。

原則、仮設置時に全てのPOS等機器を納品していただきます。ただし、現地の状況
によっては仮設置時に全てのPOS等機器を納品が難しいことも想定されるため、「1
－5－1－2　現場ヒアリング(7)」に記載したとおり、ヒアリング結果により決定するも
のとしています。特に券売機については現場の状況から設置困難な場合は本設置
時に納品することもあります。
また、事前のLAN工事により受注者にネットワーク環境が整備していただくため、仮
設置時のネットワーク環境の整備は基本的には不要と考えますが、仮設置場所が
ネットワーク接続可能な場所から離れている場合は別途受注者にネットワーク環境
を整備（LAN配線の延長等）していただきます。



№  9

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月１７日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

22

『特記仕様書5：物件の詳細編（保守サービ
ス）』
1－3－4　保守・運営・機能向上等に関する各
種支援

機能強化等で入店作業等が発生する場合も、保守費用の範疇で実施する（別途、有償対応
ではない）という事でしょうか。

機能強化等のうち、当社の都合により実施する作業で入店作業等が発生する場合
については、有償対応とします。

23
『特記仕様書5：物件の詳細編（保守サービ
ス）』
1－3－5　部品交換時の情報消去

情報消去に関して、様式自由とありますが、通常保守メンテナンスを実施している際の、完
了報告書のようなものでもよろしいでしょうか。

情報消去に関する報告については、通常保守メンテナンスの完了報告書等の貴社
の書式による報告で問題ありません。

24

『特記仕様書5：物件の詳細編（保守サービ
ス）』
1－3－9　リモート保守

リモート保守に関して、ハードウェア提供ベンダーとしては不要と考えます。（受注者のリモー
ト保守という記載がある）また、指定場所はどこになりますでしょうか。

1-3-4「保守・運営・機能向上等に関する各種支援」において、リモート保守作業を想
定しています。なお、指定場所については、当社及び当社の指定する事業者を想定
しています。

25

その他 各SA/PAの営業時間をご教授頂けますでしょうか。 当社ＨＰ「ドラぷら」にてSA・PAの営業時間が掲載されておりますのでそちらでご確
認をお願いいたします。
https://www.driveplaza.com/sapa/

26

【貸出図書-1】設置についての資料⑨【貸出図
書-2】LAN回線等の設置図面

【貸出図書-1】設置についての資料に記載のある〈ネットワーク機器（HUB)〉に関して、⑨【貸
出図書-2】LAN回線等の設置図面に記載のあるHUBの台数と差があるが、どちらを正として
お見積書をすれば宜しいでしょうか。

【貸出図書-1】設置についての資料の数量にてお見積り下さい。



№  10

質    問   回　答　書

第２次店舗管理等システム（店舗側）機器等調達について下記の質疑が生じましたので、回答いたします。

令和元年６月２４日回答

番号 仕様書項番 質                          疑 回                     答

27

特記仕様書4：物件の詳細編（設定および設置
作業）
1-5-1-1 現場調査

　現場調査と使用者との調査の結果、(1）～(4)のパターンでLAN工事の必要あり・なしが決
定するとありますが、前提として、敷設済みの既存のLAN配線は、撤去されないという認識で
よろしいでしょうか。
そして、(3)(4)の場合のLAN工事というのは、既存のLAN配線に部分追加するもので、全てを
一から引き直すものでないとの認識でよろしいでしょうか。
また、「敷設済みのLAN回線」という記述は、敷設図面にて示されておりますLAN配線との認
識でよろしいでしょうか。

仕様書にも記載のあるとおり、LAN回線は新規で引き直しが必要です。そのため【貸
出図書-2】LAN回線等の設置図面に記載された内容との差異についてパターンで
（1）～（4）に分けています。
敷設済のLAN回線とは、既存のLAN回線を指しており、今回撤去するため、新規で
の敷設が必要となります。


