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転用禁止 
1.総則 

1－1 調達件名 

第２次店舗管理等システムにおける販売管理システム（店舗側）機器等調達 

 

1－2 適用の範囲 

本仕様書は、ネクセリア東日本株式会社（以下「当社」という。）が行う「第２次店舗管理等システ

ムにおける販売管理システム（店舗側）機器等調達（以下「本調達」という。）」に適用する。 

 

1－3 目的 

本仕様書の目的は、本調達内容の統一的な解釈及び運用を図るとともに、本調達に係る必要

事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることにある。 

なお、当社は本調達に係る調達物件をすべてリース契約により調達するものとし、本調達に係

る契約書は当社が指定するリース契約書（以下、「契約書」という。）を使用するものとする。 

 

1－4 リース期間及び保守サービス期間 

本調達に係る調達物件のリース期間及び保守期間は、別途「2－1－2 リース期間及び保守サ

ービス期間」に定めるものとする。 

 

1－5 納入場所 

本調達に係る調達物件の納品場所は別途「5－4 納品場所」に定めるものとする。 

 

1－6 納入期限 

本調達に係る調達物件の納入期限は、別途「5－5 納品物の納期」に定めるものとする。 

 

1－7 機器の使用者 

本調達に係る調達物件は、「1－14 貸出図書について 貸出図書-1：設置についての資料」

に定める「使用者」（以下、「使用者」という。）が使用するものとする。 

 

1－8 設定及び設置の作業期間 

本調達に係る調達物件の設定及び設置の作業期間は別途「特記仕様書 4：物件の詳細編（設

定及び設置作業） 1－3－1 プロジェクト実施計画書の策定」に定めるものとする。 
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転用禁止 
1－9 打合せの実施 

本調達を実施するうえで、当社と受注者は必要となる都度、打合せを実施するものとし、打合せ

場所は次のとおりとする。 

 

表 1－9：打合せ場所 

場 所 住  所 

当社 本社 東京都港区東新橋 2-3-17 MOMENT SHIODOME 

 

1－10 実施上の留意事項 

当社が指示する作業内容に従い、当社と緊密に連絡をとりながら作業を実施するものとする。 

 

1－11 疑義等の措置 

本仕様書に定めのない事項または、疑義等が生じた時は、必要に応じて当社と協議するものと

する。 

 

1－12 セキュリティポリシーの遵守 

本調達の受注者は、当社が定める情報セキュリティポリシーに基づき作業を行わなければなら

ない。 

 

1－13 その他 

本調達に係る調達物件の設置場所において、入館手続き等必要な場合は、当社と事前に調整

のうえ、その対応に従うものとする。 

 

1－14 貸出図書について 

貸出図書は次のとおりとする。 

 

表 1－14：貸出図書一覧 

番号 貸出図書名 

貸出図書-1 設置についての資料 

貸出図書-2 LAN 回線等の設置場所の図面 
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転用禁止 
2.調達方式 

2－1 調達方式 

2－1－1 契約方式 

本調達に係る調達物件は、物品、サービス及び役務であるが、全ての物件について、調達

方式はリース契約によるものとする。 

 

2－1－2 リース期間及び保守サービス期間 

本調達に係る調達物件のリース期間及び保守サービス期間は次のとおりとする。 

なお、1 つの契約書の中に複数のリース期間と保守サービス期間があることに留意するものと

する。 

 

表 2－1－2：リース期間及び保守サービス期間 

リース期間区分 
リース及び 

保守サービス開始日 

リース及び 

保守サービス終了日 

リース及び 

保守サービス期間

リース期間 1 令和 2 年 5 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 11 ヶ月 

リース期間 2 令和 2 年 6 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 10 ヶ月 

リース期間 3 令和 2 年 7 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 9 ヶ月 

リース期間 4 令和 2 年 8 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 8 ヶ月 

リース期間 5 令和 2 年 9 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 7 ヶ月 

リース期間 6 令和 2 年 10 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 6 ヶ月 

リース期間 7 令和 2 年 11 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日 5 年 5 ヶ月 

 

  



 

4 

転用禁止 
2－1－3 物件の品目及び数量について 

本調達に係る調達物件の品目及び数量は別途「特記仕様書 1：物件の品目及び数量編」に

定めるものとする。 

 

2－1－4 リース契約の開始 

別途「特記仕様書 4：物件の詳細編（設定及び設置作業） 1－5－6－2 POS 等機器一式以

外の検収」に定める検収の結果、当社が合格と判断した後、当社は速やかに検査合格書を発

行するものとし、検査合格書に基づき、当社と受注者のリース契約を開始するものとする。 

 

2－1－5 再リース及び再々リースについて 

2－1－5－1 再リース及び再々リースの申込みと承諾 

リース期間中に当社が再リースを希望する場合及び再リース期間中に当社が再々リ

ースを希望する場合は、受注者はこれに応じるものとする。 

 

2－1－5－2 機器の再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料 

当社が再リース及び再々リースする場合、1 ヶ月単位で契約できるものとし、 長で 1

年間の契約とする。 

1 ヶ月分の再リース料及び再々リース料は、本調達における 1 ヶ月分のリース料より少

ないものとし、当社と受注者が協議のうえ、受注者は 1 ヶ月分の再リース及び再々リース

料を提示するものとし、当社と再リース及び再々リース契約を締結する場合は、受注者

が提示したリース料を適用するものとする。 

 

2－1－5－3 保守サービスの再リース及び再々リースに係るリース期間及びリース料 

当社が再リース及び再々リースする場合、1 ヶ月単位で契約できるものとし、 長で 1

年間の契約とする。 

1 ヶ月分の再リース料及び再々リース料は、本調達における 1 ヶ月分のリース料より少

ないものとし、当社と受注者が協議のうえ、受注者は 1 ヶ月分の再リース及び再々リース

料を提示するものとし、当社と再リース及び再々リース契約を締結する場合は、受注者

が提示したリース料を適用するものとする。 

また、再リース及び再々リースにおける保守サービスの内容は、本調達のリース期間

中の保守サービス内容と同じものとする。 
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転用禁止 
2－1－6 リース契約終了後の対応について 

2－1－6－1 リース契約終了後の本調達に係る調達物件の撤去・回収について 

受注者は、リース契約終了後、当社の指示により本調達に係る調達物件の撤去・回

収作業を行わなければならない。 

 

2－1－6－2 撤去・回収方法について 

本調達に係る調達物件の撤去・回収は、受注者が本調達に係る調達物件の設置場

所に到着し、撤去・回収作業を実施するものとする。 

 

2－1－6－3 本調達に係る調達物件の撤去・回収計画 

本調達に係る調達物件の撤去・回収業を円滑に行うために当社は撤去・回収計画案

を提示するので、受注者は、当社が別途指示する期日までに「撤去・回収作業計画書」

及び「撤去・回収作業日程表」を作成し、当社に提出のうえ、承認を受けるものとする。 

 

2－1－6－4 本調達に係る調達物件の撤去・回収の作業調整 

撤去・回収作業の 1 ヶ月以上前に、使用者と撤去・回収の作業調整を行うものとする。 

 

2－1－6－5 本調達に係る調達物件の撤去・回収作業の実施 

受注者は、当社の承認を受けた「撤去・回収作業計画書」及び「撤去・回収作業日程

表」に従い、本調達に係る調達物件の撤去・回収業を実施するものとする。 

 

2－1－6－6 機器のデータ消去について 

受注者は、当社から本調達に係る調達物件を受け取った後、機器に保存されている

データの消去を行うものとする。 

なお、データ消去は米国国家安全保障局（NSA）推奨方式による消去を行うものとす

る。 

また、受注者は上記一連の作業が完了後、消去証明書（様式自由）を当社へ提出す

るものとする。 

 

2－1－6－7 撤去・回収作業報告書 

受注者は、各撤去・回収箇所毎に撤去・回収作業実施が完了後、「撤去・回収作業

実施報告書」にとりまとめ、当社へ報告を行うものとする。 
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転用禁止 
2－1－6－8 その他作業上の注意事項 

受注者は、本調達に係る調達物件の撤去・回収作業の実施にあたって次の点を特に

注意するものとする。 

(1) 作業の目的を達成すること以外の操作をしてはならない。 

(2) 作業の際に作業の目的以外のデータを持ち出し及びデータの複製をしてはならな

い。 

(3) 全ての作業については情報セキュリティの観点を特に配慮し、安全に実施されな

ければならない。作業に際して疑義が生じた場合は必ず当社へ事前に連絡しなけ

ればならない。 

 

2－2 留意事項 

2－2－1 調達方針 

本調達に係る調達物件について、当社は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律」第 6 条に基づく基本方針に規定する基準を満たすものを調達するものとする。 

 

2－2－2 諸元 

本調達に係る調達物件の選定にあたっては、指定した諸元を上回りかつ互換性（接続に必

要なコネクタ・ケーブル、使用する媒体、その他の保守、運用上の完全な互換性をいう）を有す

る上位の規格・製品を採用してもよい。演算装置（CPU）については、命令セットに互換性があり、

同等以上の処理能力を有する他の製品を採用し、別途調達するソフトウェアライセンス他の費

用等が増加する場合については、その費用を受注者が負担するものとする。 

 

2－2－3 電源及びコンセントの取扱い 

本調達に係る調達物件に必要となる電源及びコンセントは、当社で用意するものとし、内容

は別途指示するものとする。 

 

2－2－4 調達する機器の台数の取扱い 

本調達に係る調達物件の納入台数の増減が発生する場合、当社と受注者は、協議の上、変

更契約を行うものとする。 
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転用禁止 
2－2－5 店舗の新設又は店舗規模拡大時の対応について 

当社の都合により、リース契約期間中に店舗の新設又は店舗規模拡大に伴い本調達に係る

調達物件の増設が必要になる場合、受注者は当社が指示する内容で設定及び設置作業を実

施するものとする。 

なお、本調達に係る調達物件の設定及び設置作業に係る費用及び設定及び設置作業に付

随する作業に係る費用については、当社と協議のうえ、別途定めるものとする。 

 

2－2－6 店舗の閉鎖又は店舗規模縮小時の対応について 

当社の都合により、リース契約期間中に店舗の閉鎖又は店舗規模縮小に伴い本調達に係る

調達物件の回収が必要になる場合、受注者は当社が指示する内容で回収作業を実施するも

のとする。 

なお、本調達に係る調達物件の回収に係る費用及び回収に付随する作業に係る費用につ

いては、当社と協議のうえ、別途定めるものとする。 

また、本調達に係る調達物件した機器の保管場所に関しては当社が指定する場所とする。 

 

2－2－7 受注者が開発で使用する機器の取り扱いについて 

受注者が、開発で使用する機器（以下、開発機という。）に係る取り扱いは次のとおりとする。 

(1) 別途「特記仕様書 4：物件の詳細編（設定及び設置作業） 1－4－1 ソフトウェア適合確

認」において、開発機はその時点において当社の環境に適合した機器でないことから、

開発機は当社のリース契約には含めず、受注者が開発のために調達する機器とする。 

(2) 別途「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」において、受注者が当社の環境に持ち込む開発機は、その時点において当社の

環境に適合した機器でないことから、当社のリース契約には含めず、受注者が開発のた

めに調達する機器とする。 

(3) 別途「特記仕様書 4：物件の詳細編（設定及び設置作業） 1－4－3 設定作業クロージ

ング」において、受注者が(2)において当社の環境に持ち込んだ開発機は、その時点に

おいて当社の環境に適合した機器であることから、当社のリース契約に含めるものとし、

そのまま当社に設置するものとする。 

(4) (3)において、当社に設置した機器のリース開始日及び保守開始日はリース期間 1 に含

むものとする。 

(5) （1）（2）（3）の結果、開発機が受注者の手元に残らなくなると、受注者は開発作業及びリ

ース開始後の保守作業が継続できなくなるため、開発機が受注者の手元に残るように数

量を計算したうえで、開発機を調達するものとする。 
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転用禁止 
3.物件の詳細 

3－1 物件名 1：POS 等機器 

本調達に係る調達物件のうち、POS 等機器の詳細は別途「特記仕様書 2：物件の詳細編（POS 等

機器）」に定めるものとする。 

 

3－2 物件名 2：ソフトウェア 

本調達に係る調達物件のうち、ソフトウェアの詳細は別途「特記仕様書 3：物件の詳細編（ソフトウ

ェア）」に定めるものとする。 

 

3－3 物件名 3：設定及び設置作業 

本調達に係る調達物件のうち、設定及び設置作業の詳細は別途「特記仕様書 4：物件の詳細編

（設定及び設置作業）」に定めるものとする。 

 

3－4 物件名 4：保守サービス 

本調達に係る調達物件のうち、保守サービスの詳細は別途「特記仕様書 5：物件の詳細編（保守

サービス）」に定めるものとする。 
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転用禁止 
4.貸与品 

4－1 守秘義務 

本調達の実施にあたり、必要となる資料等は、当社より貸与するものとするが、貸与された資料等

の取扱いについては、後述する守秘義務を遵守しなければならない。 

 

4－2 資料の貸与 

受注者は、本調達の実施に必要となる当社が保有する資料を無償で貸与されるものとし、資料の

貸与の際には、当社に貸与申請（様式自由）を行うものとする。 

 

4－3 資料の返納 

受注者は、当社から貸与された資料が、本調達の実施上必要なくなった時点で速やかに当社へ

返納するものとし、返納する際には、貸与資料返納書（様式自由）を提出するものとする。 

 

4－4 貸与資料の取扱い及び管理 

受注者は、当社から貸与された資料を丁寧に取扱うとともに、善良な管理者の注意をもって貸与

期間中適切に管理するものとする。万一、貸与資料を漏えい、滅失又はき損した場合は、直ちに当

社へ報告し、当該事故に対する責任を負う。また、貸与された資料については複製してはならない。 
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転用禁止 
5.納品物について 

5－1 納品物 

受注者は、本調達に係る調達物件について、リース期間毎に納品物を提出するものとする。 

 

5－2 文書納品物の提出方法 

納品物のうち、文書にて納品するものに係る提出方法は、次のとおりとする。 

(1) 文書は参照しやすいようファイルにまとめた電子データとして 2 部（DVD-R）及び図書として 2

部提出するものとする。 

(2) 電子データは「Microsoft Word2013/Excel2013/PowerPoint2013 形式又はそれらと互換性の

ある上位バージョンの形式」で提出するものとする。 

(3) 上記以外のソフトウェアで作成された電子データについては PDF ファイルに変換し提出する

ものとする。 

 

5－3 納品物の種類 

納品物の種類は、次のとおりとする。 

なお、内容については当社と協議を行うものとする。 

また、すべてのリース期間の納品において同一の納品物が重複する場合、 初の納品以降、納

品しなくても良いものとするが、省いた納品物を一覧にして提出するものとする。 

(1) POS 等機器一式 

・POS 等機器一式 

(2) POS 等機器一式以外 

① 計画書関連 

・プロジェクト実施計画書 

・設置作業実施計画書 

② 管理資料関連 

・プロジェクト体制図 

・WBS 

・打ち合わせ記録簿 

・課題管理表 

③ 報告書関連 

・設定作業完了報告書 

・LAN 工事完了報告書 

・仮設置作業完了報告書 

・本設置作業完了報告書 
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転用禁止 
④ 設計書関連 

・LAN 回線等の設置場所の図面（更新版） 

・LAN 回線等設計書 

・機器構成図 

・機器台帳 

⑤ 手順書関連 

・キッティング手順書 

・一般オペレータ向け操作手順書 

・管理者向け操作手順書 

⑥ 保守サービス関連 

・保守サービス体制表 

・保守サービス実施報告書（フォーマット） 

・リース開始前期間に実施した保守サービス実施報告書 

⑦ ソフトウェア関連 

・ソフトウェア、ツール等のメディア DVD-R 等一式 

・ライセンス証書等、調達部品に付随する書類 

・ウイルス対策ソフト・ホワイトリスティングリスト 

・製品一覧表（ソフトウェア） 

→製品名、バージョン№、ライセンス名、数量等 

⑧ その他納品物 

・その他引渡しまでに当社が要求し受注者が作成した資料 

 

5－4 納品場所 

(1) 納品場所は、原則当社（本社）とする。 

(2) POS 等機器一式は設置場所とする。 
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転用禁止 
5－5 納品物の納期 

納品物の納期は次のとおりとする。 

 

表 5－5：納品物の納期 

リース期間区分 
リース及び 

保守サービス開始日 
POS 等機器一式の納期 POS 等機器一式以外の納期 

リース期間 1 令和 2 年 5 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 4 月 16 日 

リース期間 2 令和 2 年 6 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 5 月 15 日 

リース期間 3 令和 2 年 7 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 6 月 16 日 

リース期間 4 令和 2 年 8 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 7 月 15 日 

リース期間 5 令和 2 年 9 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 8 月 14 日 

リース期間 6 令和 2 年 10 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 9 月 15 日 

リース期間 7 令和 2 年 11 月 1 日 設置場所毎に設定する日 令和 2 年 10 月 16 日 

 

5－6 納品物の書式 

納品物の書式は統一性を持たすこととし、受注者から当社へ統一した書式を提示し、当社が承諾し

た書式で納品するものとする。 

  



 

13 

転用禁止 
6.第三者委託について 

6－1 第三者委託の取り扱い 

本調達において、受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできな

い。受注業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先を当社へ作業着手

30 日前に報告し、承諾を受けるものとする。受注者は、秘密保持、知的財産権等に関して本件業務

の仕様書等が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、当社へ作業着

手 30 日前に報告し、承諾を受けるものとする。当社が再委託を否認した場合、受注者は当社が否

認したことを理由に納期遅延、別途費用の請求行為等を当社は認めない。 

なお、本調達の全体の体制図（様式自由）を提出するものとする。 

 

(1)受注者は、受注業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。 

(2)受注者は、受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託して

はならない。 

(3)受注者は、本調達に関する入札制限に該当する事業者に再委託してはならない。 

(4)受注者は、受注業務の再委託を希望する場合は、あらかじめ当社の指示に従い、再委託の相

手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性について記

載した書類（様式自由）を当社に提出し承諾を得なければならない。承諾した内容に変更が発

生する場合も同様とする。 

(5)受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した書類（様式自由）を当社に届け出

なければならない。届け出た内容に変更が発生する場合も同様とする。 

(6)受注者は、再委託の相手方の履行体制及び履行状況を適宜把握し、当社からこの報告を求め

られた時は応じなければならない。 

(7)受注者が当社の承諾を得て第三者に業務委託しても、 終的な責任は受注者が負わなけれ

ばならない。 

(8)本調達において、再委託とは、本来、受注者自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性等の観

点から例外的に外部発注するものであり、契約目的を達成するために遂行する一連の業務に

付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注することは再委託に該当しない。（ただ

し、(7)は除く。） 

(9)保守サービスについては、原則第三者への再々委託は認めないものとする。ただし、再々委託

が必要な場合は、本調達の全体の体制図(様式自由)を当社へ提出し、別途協議するものとす

る。 
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転用禁止 
7.秘密保持事項 

7－1 目的 

業務を遂行するため、秘密情報及び個人情報を開示・提供するにあたり、次のとおり定めるもの

とする。 

 

7－2 定義 

秘密保持に関する定義は、次の各号に定めるところによる。 

一「秘密情報」とは、当社が保有する資料、データ、報告書等で、当社が秘密情報に指定し、

その旨の表示がなされているものをいう。 

二「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成29年法律第57号）第2条 

第 1 項に規定する情報をいう。 

 

7－3 目的外使用の禁止 

受注者は、当社から提供された秘密情報及び個人情報を本調達業務の目的以外に使用して

はならない。 

 

7－4 適切な管理 

受注者は、本調達業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報について漏えい、滅失または

き損の防止その他安全管理に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

当社が求めた場合、受注者は「安全管理に必要かつ適切な措置」について定めた情報管理基

準を提示しなければならない。 

 

7－5 資料の持ち出しの禁止 

受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物理的移動（複製物を作成し、複製物を移動させ

る場合も含む）、磁気的・電子的・ネットワーク的移動等方法の如何にかかわらず、当社の承諾を得

ずに無断で持ち出してはならない。 

 

7－6 守秘義務 

受注者は、本調達業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示または漏えいしては

ならない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りでない。 

（1）この契約への違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報 

（2）相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 

（3）本件業務と無関係に、受注者が取得した情報 

（4）相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 

（5）法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 
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転用禁止 
7－7 履行期間終了後の取り扱い 

受注者は、本調達業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載または

記録された文書、図画、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還が不

可能または困難な場合には、当社の指示に従って、当該媒体を再生不可能な状態に消去または

廃棄する。秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間終了後もなお有効と

する。 

 

7－8 第三者へ委託を行う場合の取り扱い 

受注者は、当社の事前承諾がない限り、秘密情報または個人情報の処理に係る業務の全部ま

たは一部を第三者に委託してはならない。 

受注者が当社の承諾を得て業務の一部を第三者に委託する場合には、受注者は当該第三者

に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について本契約における受注者の義務と同様

の義務を負わせるものとする。 

 

7－9 検査及び報告 

当社は受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で

受注者の実施する業務の作業場所に受注者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行う

ことができる。 

当社が、第三者機関に受注者の監査を実施させる場合も同様とする。 

当社が受注者に対し、秘密情報及び個人情報の管理状況について報告を求めたときは、受注

者は速やかに必要事項を報告しなければならない。 

 

7－10 事故時の対応 

受注者は、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏えい、滅失またはき損その他の事故が発生

したときは、直ちに当社に報告し、その対応について協議しなければならない。 

当社は、受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

 

7－11 事故時の責任分担 

受注者の責に帰すべき事由により、秘密情報及び個人情報の不正使用、漏えい、滅失または

き損その他の事故が発生し、これにより当社または第三者に損害を生じさせたときは、受注者は当

社または当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。 
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転用禁止 
7－12 電磁記録媒体等の取り扱い 

当社との情報交換において、業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、当社にお

いて使用許可済みの電磁記録媒体を利用するものとする。 

なお、当社において使用許可済みの電磁記録媒体とは、ハードウェア暗号化機能付きUSBメモ

リ及びハードウェア暗号化機能付き外付けハードディスクである。 

 

7－13 身分証明書の携行 

当社で作業を行う際、受注者はストラップ付のケース等を使った身分証明書を首から下げ、携

行する。 

 

8.瑕疵担保責任 

8－1 瑕疵担保責任について 

本調達において納品する全ての成果品について、受注者は瑕疵担保責任を負うものとし、瑕疵が

発見された際には速やかに無償で対応するものとする。 

なお、瑕疵担保責任期間は、検収後 1 年間とする。 
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転用禁止 
1.特記仕様書 1：物件の品目及び数量編 

1－1 リース契約に含まれる物件の品目及び数量 

リース契約に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

 

表 1－1：リース契約に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器（※1） 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 350

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 237

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 29

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P(※2) 小 P(※3) レ P(※4) 数量(※5)

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  237 237

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 350  29 379

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 297  17 314

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 210  6 216

1-1-2-5 紙幣ドロワ 87  11 98

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 210  6 216

1-1-2-7 キャッシュドロワ 53  12 65

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 237 0 237

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 247 121 18 386

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 252  0 252

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 11  11

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 133

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 33

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 31

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 66

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 62

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 17

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 165

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 4

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 1

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 27
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 94

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 13

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 49

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 37

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 320

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 118

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 114

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 71

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 6

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 526

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 91

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 1

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

 

350

237

29

17

0

165

4

1

27

49

62

320
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編）(※6) 数量

1-1 設定及び設置作業（リース期間 1 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 2 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 3 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 4 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 5 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 6 対象分） 一式 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 7 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 1 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 2 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 3 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 4 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 5 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 6 対象分） 一式 

1-1 保守サービス（リース期間 7 対象分） 一式 

※1 すべてのリース期間において、同一製品とすること 

※2 「物 P」は「物販用 POS レジ」の略 

※3 「小 P」は「物販用小型 POS レジ」の略 

※4 「レ P」は「レストラン用 POS レジ」の略 

※5 数量は「物 P」「小 P」「レ P」の合計 

※6 リース料算出において、個別のリース期間に係る設定及び設置作業の費用ではない共通費用（例えば設定作業に係る費用等）につ

いては、リース期間 1 からリース期間 7 の機器のリース費用に按分するものとし、按分基準の設定は受注者によるものとするが、1 つ

のリース期間に過度に負担させる基準は用いないこと 
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転用禁止 
1－2 リース期間 1 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 1 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－2：リース期間 1 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 34

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 22

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 2

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  22 22

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 34  2 36

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 27  1 28

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 21  0 21

1-1-2-5 紙幣ドロワ 6  1 7

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 21  0 21

1-1-2-7 キャッシュドロワ 7  1 8

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 22 0 22

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 31 11 2 44

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 18  0 18

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 8  8

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 11

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 2

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 4

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 7

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 3

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 1

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 9

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 1

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 4
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 4

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 0

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 6

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 6

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 24

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 8

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 9

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 3

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 3

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 45

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 7

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

34

22

2

1

0

9

0

1

4

6

3

24
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 1 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 1 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－3 リース期間 2 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 2 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－3：リース期間 2 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 85

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 81

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 9

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  81 81

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 85  9 94

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 74  7 81

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 52  4 56

1-1-2-5 紙幣ドロワ 22  3 25

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 52  4 56

1-1-2-7 キャッシュドロワ 11  2 13

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 81 0 81

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 42 30 7 79

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 58  0 58

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 2  2

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 43

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 11

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 10

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 25

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 21

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 2

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 34

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 14
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 20

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 3

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 12

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 12

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 74

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 23

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 17

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 12

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 116

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 25

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 1

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

85

81

9

2

0

34

0

0

14

12

21

74
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 2 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 2 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－4 リース期間 3 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 3 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－4：リース期間 3 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 125

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 70

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 11

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  70 70

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 125  11 136

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 100  4 104

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 54  0 54

1-1-2-5 紙幣ドロワ 46  4 50

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 54  0 54

1-1-2-7 キャッシュドロワ 25  7 32

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 70 0 70

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 78 39 6 123

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 94  0 94

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 1  1

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 49

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 13

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 12

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 25

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 35

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 5

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 54

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 2

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 9
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 29

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 3

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 31

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 19

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 112

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 39

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 36

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 21

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 3

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 170

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 36

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

125

70

11

5

0

54

2

0

9

31

35

112
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 3 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 3 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－5 リース期間 4 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 4 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－5：リース期間 4 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 31

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 27

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 2

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  27 27

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 31  2 33

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 31  2 33

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 31  2 33

1-1-2-5 紙幣ドロワ 0  0 0

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 31  2 33

1-1-2-7 キャッシュドロワ 0  0 0

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 27 0 27

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 26 18 1 45

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 29  0 29

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 0  0

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 14

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 3

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 2

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 4

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 0

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 18

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 2

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 0
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 10

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 5

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 0

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 0

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 30

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 10

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 14

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 7

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 45

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 8

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

31

27

2

0

0

18

2

0

0

0

0

30
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 4 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 4 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－6 リース期間 5 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 5 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－6：リース期間 5 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 10

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 6

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 0

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  6 6

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 10  0 10

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 10  0 10

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 10  0 10

1-1-2-5 紙幣ドロワ 0  0 0

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 10  0 10

1-1-2-7 キャッシュドロワ 0  0 0

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 6 0 6

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 10 4 0 14

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 9  0 9

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 0  0

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 0

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 0

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 0

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 0

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 0

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 9

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 0
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 6

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 0

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 0

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 0

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 13

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 7

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 7

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 6

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 22

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 1

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

10

6

0

0

0

9

0

0

0

0

0

13
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 5 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 5 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－7 リース期間 6 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 6 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－7：リース期間 6 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 33

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 22

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 3

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  22 22

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 33  3 36

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 31  3 34

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 19  0 19

1-1-2-5 紙幣ドロワ 12  3 15

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 19  0 19

1-1-2-7 キャッシュドロワ 2  0 2

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 22 0 22

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 28 13 1 42

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 21  0 21

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 0  0

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 11

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 3

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 2

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 3

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 3

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 5

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 21

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 0
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転用禁止 
1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 12

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 2

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 0

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 0

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 37

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 16

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 15

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 8

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 65

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 12

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

33

22

3

5

0

21

0

0

0

0

3

37
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転用禁止 
1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 6 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 6 対象分） 一式 
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転用禁止 
1－8 リース期間 7 に含まれる物件の品目及び数量 

リース期間 7 に含まれる物件の品目及び数量は次のとおりとする。 

なお、物件数量は総物件に対する内訳数量であることに留意するものとする。 

 

表 1－8：リース期間 7 に含まれる物件の品目及び数量 

1.特記仕様書 2：物件の詳細（POS 等機器編） 1-1 物件名 1：POS 等機器 

1-1-1 POS レジ本体 数量 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 32

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 9

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 2

1-1-2 POS レジ用各種オプション 物 P 小 P レ P 数量 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ)  9 9

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 32  2 34

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 24  0 24

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 23  0 23

1-1-2-5 紙幣ドロワ 1  0 1

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 23  0 23

1-1-2-7 キャッシュドロワ 8  2 10

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 0 9 0 9

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 32 6 1 39

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 23  0 23

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 0  0

1-1-3 レストランオーダリング 数量 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 5

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 1

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 1

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 2

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 0

1-1-4 券売機本体 数量 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 4

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 20

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 0

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 0

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 0
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1-1-5 券売機用各種オプション 数量 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 13

1-1-5-2 売切れコントローラ用プリンタ 0

1-1-5-3 券売機用キッチンディスプレイ 0

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 0

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 数量 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 30

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 数量 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 15

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 0

1-1-8 ラベルプリンタ 数量 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 16

1-1-9 ネットワーク機器 数量 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 14

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 63

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 2

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 0

1-1-10.その他ケーブル類及び部材等 数量 

1-1-10-1 各種ケーブル類等 一式 

1-1-10-2 設置に必要な部材等 一式 

1.特記仕様書 3：物件の詳細（ソフトウェア編） 1-1 物件名 2：ソフトウェア 

1-１-1 ウィルス対策ソフト インストール対象機器 数量 

1-１-1-1 McAfee Embedded Control 

(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

(もしくはメーカー開発ツール) 

物販用 POS レジ 

物販用小型 POS レジ 

レストラン用 POS レジ 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

券売機用キッチンディスプレイ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

32

9

2

4

0

20

0

0

0

0

0

30
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1.特記仕様書 4：物件の詳細（設定及び設置作業編） 1-1 物件名 4：設定及び設置作業 数量 

1-1 設定及び設置作業（リース期間 7 対象分） 一式 

1.特記仕様書 5：物件の詳細（保守サービス編） 物件名 5：保守サービス 数量 

1-1 保守サービス（リース期間 7 対象分） 一式 
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転用禁止 

1. 特記仕様書 2：POS 等機器編 

1－1 物件名 1:POS 等機器 

1－1－1 POS レジ本体 

1－1－1－1 物販用 POS レジ 

物販用 POS レジに関する要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－1－1：物販用 POS レジ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

コントロールユニット CPU 大クロック周波数 2GHz 以上であること 

メインメモリ 4GB 以上であること 

オペレータ 

ディスプレイ 

表示デバイス サイズは 15 インチ相当であること 

輝度調整できること 

表示領域 

解像度 

XGA 1024×768 ピクセル以上であること 

タッチパネル タッチパネル対応であること 

ベースユニット 補助記憶装置 メイン領域 SSD モデル 60GB 以上であること 

バックアップ 

領域 

32GB以上のUSBメモリ等のリムーバブルディスクを用意すること 

リムーバブルディスクはワイヤー等による固定又は本体カバー内

に格納することにより、容易に取り外せないようにすること 

インターフェース D-sub9P または RJ45 を介した D-sub9P×3 以上の I/F を搭載し

ていること 

上記接続機器以外に本件で必要なレジ用各種オプション機器と

接続を行うインターフェースを搭載していること 

※インターフェース図を提示 

※接続が想定される機器の接続図を提示 

通信機能 LAN 100BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

無線 LAN による通信が可能な場合、無線 LAN を使用しない設

定にすること 

内蔵 UPS 瞬間的な電力低下（瞬断）時に、安定的に電力を供給すること 

停電等により電力供給ができなくなった時に、UPS 駆動により安

定的に電力を供給すること 

UPS 駆動に切り替わった際に、POS レジアプリケーションに切り

替わったことを通知するか、POS レジアプリケーションが切り替わ

った情報を取得できる機能を有すること 

UPS 駆動において、POS レジ本体をシャットダウンするために十

分な時間を確保できること 
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インストール OS Windows 10 IoT 64 ビットを使用すること 

※バージョンを提示 

OPOS バージョン OPOS1.1 以上 OLE 対応で制御できること 

外形寸法 コンパクトで省スペースであること 

写真でレイアウトを提示すること 

（W）×（D）×（H）mm を提示すること 

重量 本体＋POS レシートプリンタの重量が 18kg 以下であること 

※背面ディスプレイ、ドロアは除く 

※POS レシートプリンタ内蔵/外付問わず 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 通常及び 大 W 数を提示すること 

動作環境 使用温度：5～35℃を満たすこと 

使用湿度：45～80%RH を満たすこと 

※消耗品（内蔵 UPS バッテリ）を除く 

※結露しないこと 

環境対策 素材の環境対策（グリーン調達）に係る内容があれば提示するこ

と 

レシートプリンタ 用紙交換機構 フルオープン型であること 

印字方式 58mm のサーマルプリンタであること 

印字速度 240mm/秒以上の高速処理であること 

印字機能 JAN/EAN、CODE39、QR コードのバーコードが印刷できること 

印字文字 32 字/1 行以上の印字が可能なこと 

カット方式 パーシャルカット（１点止め）であること 

オートカッターであること 

外形寸法(外付け型の場合) 150（W）×260（D）×150（H）mm 以下であること 

その他 本体一体型/外付け型どちらでも可 

※どちらを使用しているか明示 

外付け型の場合は、ドライバまたは OPOS で制御できること 

キーボード キー数 32 キー（ストロークキー）以上であること 

テンキーが付いていること 

※ファンクションキー数、キーレイアウト図を提示 

その他 本体一体型/外付け型どちらでも可 

※どちらを使用しているか提示 

外付け型の場合は、ドライバまたは OPOS で制御できること 
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1－1－1－2 物販用小型 POS レジ 

物販用小型 POS レジに関する要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－1－2：物販用小型 POS レジ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

コントロールユニット CPU 大クロック周波数 1.75GHz 以上であること 

メインメモリ 4GB 以上であること 

オペレータ 

ディスプレイ 

表示デバイス 8 インチ以上であること 

輝度調整できること 

表示領域 

解像度 

SVGA 800×600 以上であること 

タッチパネル タッチパネル対応であること 

ベースユニット 補助記憶装置 メイン領域 SSD または eMMC モデル 40GB 以上であること 

バックアップ 

領域 

32GB以上のUSBメモリ等のリムーバブルディスクを用意すること 

リムーバブルディスクはワイヤー等による固定又は本体カバー内

に格納することにより、容易に取り外せないようにすること 

インターフェース D-sub9P または RJ45 を介した D-sub9P×3 以上の I/F を搭載し

ていること 

上記接続機器以外に本件で必要なレジ用各種オプション機器と

接続を行うインターフェースを搭載していること 

※インターフェース図を提示 

※接続が想定される機器の接続図を提示 

通信機能 LAN 100BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

無線 LAN による通信が可能な場合、無線 LAN を使用しない設

定にすること 

内蔵 UPS 瞬間的な電力低下（瞬断）時に、安定的に電力を供給すること 

停電等により電力供給ができなくなった時に、UPS 駆動により安

定的に電力を供給すること 

UPS 駆動に切り替わった際に、POS レジアプリケーションに切り

替わったことを通知するか、POS レジアプリケーションが切り替わ

った情報を取得できる機能を有すること 

UPS 駆動において、POS レジ本体をシャットダウンするために十

分な時間を確保できること 

インストール OS Windows 10 IoT 64 ビットを使用すること 

※バージョンを提示 
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OPOS バージョン OPOS1.1 以上 OLE 対応で制御できること 

外形寸法 コンパクトで省スペースであること 

写真でレイアウトを提示すること 

300（W）×450（D）×180（H）mm までの大きさであること 

重量 レシートプリンタ込みで、7Kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 通常及び 大 W 数を提示すること 

動作環境 使用温度： 5～35℃を満たすこと 

使用湿度：45～80%RH を満たすこと 

※消耗品（内蔵 UPS バッテリ）を除く 

※結露しないこと 

環境対策 素材の環境対策（グリーン調達）に係る内容があれば提示するこ

と 

レシートプリンタ 用紙交換機構 フルオープン型または投げ込み式型であること 

印字方式 ラインサーマル（用紙幅 58mm）であること 

印字速度 100mm/秒以上の高速処理であること 

印字機能 ビットマップ印刷が可能であること 

印字文字 32 字/1 行以上の印字が可能なこと 

カット方式 パーシャルカット（１点止め）であること 

オートカッターであること 

形状 本体一体型/外付け型どちらでも可 

※どちらを使用しているか明示 

外付け型の場合は、ドライバまたは OPOS で制御できること 

キーボード 形状 本体一体型/外付け型どちらでも可 

ソフトウェアキーボード可 
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1－1－1－3 レストラン用 POS レジ 

レストラン用 POS レジに関する要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－1－3：レストラン用 POS レジ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

コントロールユニット CPU 大クロック周波数 2GHz 以上であること 

メインメモリ 4GB 以上 

オペレータ 

ディスプレイ 

表示デバイス サイズは 15 インチ相当であること 

輝度調整できること 

表示領域 

解像度 

XGA 1024×768 ピクセル以上であること 

タッチパネル タッチパネル対応であること。 

ベースユニット 補助記憶装置 メイン領域 SSD モデル 60GB 以上であること 

バックアップ 

領域 

32GB以上のUSBメモリ等のリムーバブルディスクを用意すること 

リムーバブルディスクはワイヤー等による固定又は本体カバー内

に格納することにより、容易に取り外せないようにすること 

インターフェース D-sub9P または RJ45 を介した D-sub9P×3 以上の I/F を搭載し

ていること 

上記接続機器以外に本件で必要なレジ用各種オプション機器と

接続を行うインターフェースを搭載していること 

※インターフェース図を提示 

※接続が想定される機器の接続図を提示 

通信機能 LAN 100BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

無線 LAN による通信が可能な場合、無線 LAN を使用しない設

定にすること 

内蔵 UPS 瞬間的な電力低下（瞬断）時に、安定的に電力を供給すること 

停電等により電力供給ができなくなった時に、UPS 駆動により安

定的に電力を供給すること 

UPS 駆動に切り替わった際に、POS レジアプリケーションに切り

替わったことを通知するか、POS レジアプリケーションが切り替わ

った情報を取得できる機能を有すること 

UPS 駆動において、POS レジ本体をシャットダウンするために十

分な時間を確保できること 

インストール OS Windows 10 IoT 64 ビットを使用すること 

※バージョンを提示 
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OPOS バージョン OPOS1.1 以上 OLE 対応で制御できること 

外形寸法 コンパクトで省スペースであること 

写真でレイアウトを提示すること 

（W）×（D）×（H）mm を提示すること 

重量 本体＋POS レシートプリンタの重量が 18kg 以下であること 

※背面ディスプレイ、ドロアは除く 

※POS レシートプリンタ内蔵/外付問わず 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 通常及び 大 W 数を提示すること 

環境対策 素材の環境対策（グリーン調達）に係る内容があれば提示するこ

と 

動作環境 使用温度：5～35℃を満たすこと 

使用湿度：45～80%RH を満たすこと 

※消耗品（内蔵 UPS バッテリ）を除く 

※結露しないこと 

レシートプリンタ 用紙交換機構 フルオープン型であること 

印字方式 58mm のサーマルプリンタであること 

印字速度 240mm/秒以上の高速処理であること 

印字機能 JAN/EAN、CODE39、QR コードのバーコードが印刷できること 

印字文字 32 字/1 行以上の印字が可能なこと 

カット方式 パーシャルカット（１点止め）であること 

オートカッターであること 

外形寸法(外付け型の場合) 150（W）×260（D）×150（H）mm 以下であること 

その他 本体一体型/外付け型どちらでも可 

※どちらを使用しているか明示 

外付け型の場合は、ドライバまたは OPOS で制御できること 

キーボード キー数 32 キー（ストロークキー）以上であること 

テンキーが付いていること 

※ファンクションキー数、キーレイアウト図を提示 

その他 本体一体型/外付け型どちらでも可 

※どちらを使用しているか明示 

外付け型の場合は、ドライバまたは OPOS で制御できること 
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転用禁止 

1－1－2 POS レジ各種オプション 

1－1－2－1 カスタマーディスプレイ（FLD タイプ）要求仕様 

カスタマーディスプレイ（FLD タイプ）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－1：カスタマーディスプレイ（FLD タイプ）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

ディスプレイ 漢字（16 桁×3 行）以上の表示が可能なこと 

ANK のみは不可 

形状 本体一体型/据置型どちらでも可 

外形寸法 写真でレイアウトを提示すること 

（W）×（D）×（H）mm を提示すること 

 

1－1－2－2 客面表示機（ディスプレイタイプ）要求仕様 

客面表示機（ディスプレイタイプ）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－2：客面表示機（ディスプレイタイプ）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

ディスプレイ 12 型カラーTFT（タッチパネル）以上であること 

チルト：45 度～70 度（稼動範囲 25℃）であること 

※ただし、これを超えても可 

スイーベル：左右各 15 度であること 

※ただし、これを超えても可 

表示領域、解像度 SVGA 800×600 ピクセル以上であること 

外形寸法 写真でレイアウトを提示すること 

（W）×（D）×（H）mm を提示すること 
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転用禁止 

1－1－2－3 硬貨自動釣銭機要求仕様 

硬貨自動釣銭機の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－3：硬貨自動釣銭機要求仕様 

項目 規格・性能要求 

収納庫容量 1、10、100 円 各 150 枚以上 

5、50 円 各 120 枚以上 

500 円 100 枚以上 

Ｉ／Ｆ RS-232C × 1 以上 

キーオペレーション 権限により、操作範囲の区別ができる鍵の種類があることが望ましい 

鍵の種類と使用用途を提示すること 

外形寸法(突起部除く) 260（W）×600（D）×160（H）mm 以下の大きさであること 

重量 25kg 以下であること 

消費電力 通常及び 大 W 数を提示すること 

運用面でのサポート 「入金確定方式」（お客様から頂いたお金を釣銭機が読み取り、釣銭等 

を出金する。）（紙幣連動の場合のみ）と、「釣銭機方式」（POS に手で入力

し、釣銭等を出金する。）を選択可能なこと 

残置運用機能を搭載していること 

機能的なサポート 機内の現金在高が金種別に POS 画面または釣銭機本体のディスプレイ等 

に容易に表示できる機能を搭載していること 

LCD 等を有し、エラーガイダンス等が日本語で表示されること 

LED ランプ等で出金現金のステータスが一目で判断可能なこと 

金種別にニアフル・ニアエンプティの設定が可能で、発生時には POS 

または釣銭機本体から音を鳴らすなどで警告を促せる機能を有していること 

LED カラー液晶画面を有し、エラー解除を容易にするためのアニメーション 

ガイダンスが表示されること 

セキュリティ対応 鍵が付いていること 

硬貨の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

その他 釣銭取り忘れ検知機能があること 
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転用禁止 

1－1－2－4 紙幣自動釣銭機要求仕様 

紙幣自動釣銭機の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－4：紙幣自動釣銭機要求仕様 

項目 規格・性能要求 

収納庫容量 

(収納庫はリサイクルが可能な箇所を示す) 

1,000 円  200 枚以上 

5,000 円  100 枚以上 

10,000 円 100 枚以上 

回収庫 各紙幣混合で、200 枚以上 

Ｉ／Ｆ RS-232C × 1 以上 

キーオペレーション 権限により、操作範囲の区別ができる鍵が 2 種類以上あること 

鍵の種類と使用用途を提示すること 

外形寸法(突起部除く) 220（W）×620（D）×210（H）mm 以下の大きさであること 

重量 25kg 以下であること 

消費電力 通常及び 大 W 数を提示すること 

運用面でのサポート 「入金確定方式」（お客様から頂いたお金を釣銭機が読み取り、釣銭等 

を出金する。）と、「釣銭機方式」（POS に手で入力し、釣銭等を出金する。） 

を選択可能なこと 

残置運用機能を搭載していることが望ましい 

機能的なサポート 下記機能は硬貨部に搭載でも可とする 

機内の現金在高が金種別に POS 画面または釣銭機本体のディスプレイ等に

容易に表示できる機能を搭載していること 

LCD 等を有し、エラーガイダンス等が日本語で表示されること 

LED ランプ等で出金現金のステータスが一目で判断可能なこと 

金種別にニアフル・ニアエンプティの設定が可能で、発生時には POS または

釣銭機本体から音を鳴らすなどで警告を促せる機能を有していること 

セキュリティ対応 釣銭詰りの対応と金庫操作は、別々の鍵が付いていること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

その他 釣銭取り忘れ検知機能があること 
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転用禁止 

1－1－2－5 紙幣ドロワ要求仕様 

紙幣ドロワの要求仕様は次のとおりとする。 

（紙幣自動釣銭機を使用しない場合） 

 

表 1－1－2－5：紙幣ドロワ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

収納容量 紙幣 2 区分×200 枚以上、硬貨 6 区分×40 枚以上、棒金 6 区分×1 本以上を収納

できること 

外形寸法 220（W）×540（D）×160（H）mm 以下の大きさであること 

重量 8Kg 以下であること 

セキュリティ対応 鍵が付いていること 

3 ポジション（開/閉/手動開）対応であること 

制御 ドライバまたは OPOS で開く制御ができること 

 

1－1－2－6 予備銭、金券用キャッシュドロワ要求仕様 

予備銭、金券用キャッシュドロワの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－6：予備銭、金券用キャッシュドロワ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

収納容量 予備硬貨入れとして、硬貨 6 区分×40 枚以上、紙葉類 30 枚以上、棒金 6 区分×1

本以上を収納できること 

外形寸法 500（W）×560（D）×70（H）mm 以下の大きさであること 

重量 10Kg 以下であること 

セキュリティ対応 鍵が付いていること 

3 ポジション（開/閉/手動開）対応であること 
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転用禁止 

1－1－2－7 キャッシュドロワ要求仕様 

キャッシュドロワの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－７：POS キャッシュドロワ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

キャッシュドロワ 紙幣 4 区分、硬貨 6 区分以上あること 

外形寸法 460（W）×460（D）×130（H）mm 以下の大きさであること 

重量 11Kg 以下であること 

セキュリティ対応 鍵が付いていること 

3 ポジション（開/閉/手動開）対応であること 

制御 ドライバまたは OPOS で開く制御ができること 

 

1－1－2－8 小型キャッシュドロワ要求仕様 

小型キャッシュドロワの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－8：POS 小型キャッシュドロワ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

キャッシュドロワ 紙幣 3 区分、硬貨 5 区分以上あること 

外形寸法 （W）×（D）×（H）mm を提示すること 

重量 8Kg 以下であること 

セキュリティ対応 鍵が付いていること 

3 ポジション（開/閉/手動開）対応であること 

制御 ドライバまたは OPOS で開く制御ができること 
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転用禁止 

1－1－2－9 レジスキャナ（ハンディ型）要求仕様 

レジスキャナ（ハンディ型）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－9：レジスキャナ（ハンディ型）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

インターフェース USB1.1 以上または、RS-232C シリアルポートで接続すること 

USB 接続の場合、POS 接続部が外れにくいようなフック等で対応されていること。また

RS-232C の場合はネジ固定すること 

読み取り可能なバーコード種類 多段バーコード読み取り可能であること 

JAN/EAN 対応であること 

GS1 DataBar Expanded 対応であること 

EAN128 対応であること 

ITF、UPC-E、UPC-A、EAN13、CODE39、CODE128、QR コード対応であること 

なお、商品で使用するバーコード前に「0」を付加し、EAN13 など 13 桁に変換すること

が可能であること 

他読み取り可能な種類を提示すること 

外形寸法 80（W）×170（D）×75（H）mm 以下であること 

重量 本体（ケーブル除く）120g 以下であること 

ケーブル長 2ｍ以上 3m 以内であること。ケーブル形状（リール等）を提示すること 

スキャナ制御 ドライバまたは OPOS で制御できること（USB または、シリアルポート） 

その他 接続ポートから電源供給できること 
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転用禁止 

1－1－2－10 レジスキャナ（据置型）要求仕様 

レジスキャナ（据置型）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－2－10：レジスキャナ（据置型）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

インターフェース USB1.1 以上または、RS-232C シリアルポートで接続すること 

USB 接続の場合、POS 接続部が外れにくいようなフック等で対応されていること。また

RS-232C の場合はネジで固定すること 

読み取り可能なバーコード種類 多段バーコードが同時読み取り可能であること 

JAN/EAN 対応であること 

GS1 DataBar Expanded 対応であること 

EAN128 対応であること 

ITF、UPC-E、UPC-A、EAN13、CODE39、CODE128、QR コード対応であること 

なお、商品で使用するバーコード前に「0」を付加し、EAN13 など 13 桁に変換すること

が可能であること 

他読み取り可能な種類を提示すること 

外形寸法 180（W）×160（D）×210（H）mm 以下の大きさであること 

重量 本体（ケーブル除く）1 ㎏以下であること 

ケーブル長 2m 以内が望ましい。長さを提示すること 

ケーブル形状（リール等）を提示すること 

スキャナ制御 ドライバまたは OPOS で制御できること（USB または、シリアルポート） 

その他 接続ポートから電源供給できること 

 

1－1－2－11 POS 用キッチンプリンタ要求仕様 

「1－1－3－4 レストラン用キッチンプリンタ」を参照のこと。 
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転用禁止 

1－1－3 レストランオーダリング 

1－1－3－1 レストラン用ハンディターミナル要求仕様 

レストラン用ハンディターミナルの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－3－1：レストラン用ハンディターミナル要求仕様 

項目 規格・性能要求 

メモリ ROM 256MB 以上、RAM mDDR 256MB 以上 

ディスプレイ ＬＣＤ 4.3 インチ以上、カラータッチパネルであること 

表示項目 TFT カラー液晶 480×272 ドット以上 

通信機能 無線 LAN 

 

IEEE802.11a または IEEE802.11b に対応していること 

WPA-PSK(AES,TKIP)、WPA2-PSK(AES,TKIP)に対応していること 

セキュリティは、レストラン用 POS レジにまで、影響が及ばないようにすること 

キー 本体部：サイドキーを 3 キー有し、タッチパネルでの操作が可能なこと 

右面部：52 ボタンキー（3 シフト以上）があること 

外形寸法 90（W）×180（D）×300（H）mm 以下であること 

重量 290ｇ以下であること（バッテリを含む） 

電源 大容量バッテリを搭載可能で、長時間運用に耐えられること 

専用バッテリパック（Li-Ion） 

バッテリパック寿命 約 1 日 

（キー押下 2000 回、無線通信 100 回／1 日） 

信頼性 1.5m 耐落下衝撃性能、IP54 準拠による防塵／防滴対策がなされていること 

アーキテクチャ 本体部と右キーシートが無接点化、またはケーブル接続されていること 

その他 LED を有していること（上部、下部どちらでも可） 

スピーカーがあること 
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転用禁止 

1－1－3－2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー要求仕様 

レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャーの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－3－2：レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー要求仕様 

項目 規格・性能要求 

表示 各スロットに充電インジケータがあること。また電源インジケータを搭載していること 

スロット 6 スロット 

充電時間 5 時間以内であること 

外形寸法 340（W）×130（D）×100（H）mm 以下であること 

重量 本体のみで 2.2kg 以内であること（バッテリ含まず） 

電源 AC100V 

 

  



 

16 
 

転用禁止 

1－1－3－3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ要求仕様 

レストラン用オーダリングシステムコントローラの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－3－3：レストラン用オーダリングシステムコントローラ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

メモリ ROM 256MB 以上、RAM 256MB 以上であること 

ディスプレイ ＬＥＤ 有していること 

通信機能 無線 LAN IEEE802.11a または IEEE802.11b に対応していること 

WPA-PSK(AES,TKIP)、WPA2-PSK(AES,TKIP)に対応していること 

レストラン用ハンディターミナルと無線通信する場合、セキュリティは、レストラ

ン用 POS レジにまで、影響が及ばないようにすること 

LAN 100BASE-T イーサネット回路 1 ポート以上を搭載していること 

インターフェース USB ホスト 1.1、または 2.0 準拠 2 ポート 

その他 通信機能が外付け型の場合、以下を満たすこと 

無線 LAN:上記の内蔵型仕様を参照 

LAN：上記の内蔵型仕様を参照 

外形寸法：136（W）×100（D）×31（H）mm 以下であること 

重量：200g(AC アダプタ除く) 

電源：AC100V（AC アダプタ） 

アーキテクチャ ファンレス（HDD や CD-COM 等の回転ドライブがないこと） 

外形寸法 250（W）× 225（D）×255（H）mm 以下であること 

※据え置きスタンド装着状態、アンテナ部は除く 

機能面でのサポート ・POS 接続の場合は前払いまたは後払いの選択が可能なこと 

・POS レジまたは PC へ導入するメンテナンスツールから設定変更ができるこ

と 

重量 2.5kｇ以下であること（据え置きスタンド装着状態。アンテナ部は除く） 

電源 AC100V 

消費電力 20W 以下であること 

※ レストラン用オーダリングシステムコントローラでの障害対策（二重化）を標準とする場合、増台分を提示するものとする。 

※ レストラン用 POS レジに障害が発生しても、オーダリングシステムは稼働するものとする。 

※ レストラン用オーダリングシステムを構築する場合、システム構成図、説明書を提示するものとする。 

※ レストラン用オーダリングシステムコントローラを使用しない場合においても、本仕様書に記載されている機能を実現するものとする。 
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転用禁止 

1－1－3－4 レストラン用キッチンプリンタ要求仕様 

レストラン用キッチンプリンタの要求仕様は次のとおりとする。 

なお、POS 用キッチンプリンタも同様の要求仕様とする。 

 

表 1－1－3－4：レストラン用キッチンプリンタ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

表示（ＬＥＤ） 7 セグ表示、もしくは 2 段モノクロ液晶を有していること 

LED を有していること 

印字 感熱ラインドット方式、有効ドット数 576 ドット/ライン、ドット密度 8 ドット/mm、

印字速度 高 110mm/秒 

印字方向は通常印字と倒立印字のいずれかの設定が可能であること 

印字用紙 印字幅：72mm、紙幅 80mm(100m 巻、感熱面外側）であること 

カット パーシャルカットであること 

紙ジャム等のエラーセンサーやオートリカバリー機能を搭載していること 

通信機能 LAN 100BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

HUB 機能付 LAN ポートを 1 ポート以上内蔵していること 

その他 USB ポートを 1 個所以上搭載し、USB メモリやバーコードリーダと接続可能な

こと 

外形寸法 180（W）×180（D）×200（H）mm までであること 

※アンテナ部含まず、ゴム足含む 

重量 3kg 以下（アンテナ部含まず、ゴム足含む） 

電源 AC100V 

消費電力 100W 以下であること 

操作パネル 表示 キッチンプリンタ一体型、または外付け型 

外付の場合、以下を満たすこと 

液晶表示部、状態表示 LED（外接キーボードに内蔵） 

キー 操作キーを 21 個有すること 

外形寸法 キッチンプリンタ一体型、または外付け型 

外付の場合、以下を満たすこと 

142（W）×102（D）×18（H）mm 以下であること 

重量 キッチンプリンタ一体型、または外付け型 

外付の場合、以下を満たすこと 

2.1kg 以下 
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転用禁止 

1－1－3－5 レストラン用キッチンディスプレイ要求仕様 

レストラン用キッチンディスプレイの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－3－5：レストラン用キッチンディスプレイ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

CPU Intel 製 Celeron 1900 以上 

メモリまたはフラッシュ ROM 2GB 

補助記憶装置 SSD 8GB 

表示 15 インチ TFT 方式カラー液晶（バックライト付） 

抵抗膜式タッチパネル 

通信機能 LAN 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応していること 

その他 下記 I/F 数以上であること 

LAN コネクタ×1 

USB2.0 コネクタ×4 

VGA コネクタ×1 

AUDIO コネクタ×1 

COM 用コネクタ×1 

アーキテクチャ ファンレス（HDD や CD-ROM 等の回転ドライバがないこと） 

重量 5.6kg 以下であること（AC アダプタ―、ケーブル含む） 

信頼性 フロント部は IP55、または IPX1 に準拠した防塵／防滴対策がなされているこ

と 

据付 壁掛け、スタンド据置は対応すること 

電源 AC100V 

消費電力 72W 以下 

※ その他、オプション機器が存在する場合、スペックを提示すること。 

  



 

19 
 

転用禁止 

1－1－4 券売機本体 

1－1－4－1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

ボタン式券売機（高額紙幣非対応）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－4－1：ボタン式券売機（高額紙幣非対応）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 72 口座以上 

※上記口座数は、領収書発行ボタンを非搭載時とする 

使用通貨 紙幣 1,000 円に対応すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～9,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 500 円  350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円   650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 1,000 円 650 枚以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm 以内×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること。（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 

印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 
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転用禁止 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニューを表示する何らかの機能（大型ボタン、画面等）があること 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ LAN ポート×1 以上、USB ポート×1 以上の I/F を搭載していること 

QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光のあたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れができること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 

点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 
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転用禁止 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に 

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切り替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及 

びバージョンを提示すること 
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転用禁止 

1－1－4－2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－4－2：ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 72 口座以上 

※上記口座数は、領収書発行ボタンを非搭載時とする 

使用通貨 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円、1,000 円に対応すること 

1,000 円紙幣が釣札として還流すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～99,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 1,000 円  30 枚 

500 円   350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円    650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円 200 枚（混合収納） 

1,000 円 400 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 

印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 
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転用禁止 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニューを表示する何らかの機能（大型ボタン、画面等）があること 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ ・LAN ポート×1 以上、USB ポート×1 以上の I/F を搭載していること 

・QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光のあたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れできること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切り替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 

点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 
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転用禁止 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切り替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及

びバージョンを提示すること 

ウイルス対策は、ホワイトリスティング方式のウイルス対策ソフトウェア 

(McfeeEmbeddedd Controll)が導入されていること 
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転用禁止 

1－1－4－3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－4－3：ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 72 口座以上 

※上記口座数は、領収書発行ボタンを非搭載時とする 

使用通貨 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円、1,000 円に対応すること 

5,000 円及び 1,000 円紙幣が釣札として還流すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～99,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 1,000 円  30 枚 

500 円   350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円    650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 10,000 円または 2,000 円 300 枚 

5,000 円 100 枚 

1,000 円 800 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 
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印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニューを表示する何らかの機能（大型ボタン、画面等）があること 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ ・LAN ポート×1 以上、USB ポート×1 以上の I/F を搭載していること 

・QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光のあたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れできること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 
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点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及

びバージョンを提示すること 

ウイルス対策は、ホワイトリスティング方式のウイルス対策ソフトウェア 

(McfeeEmbeddedd Controll)が導入されていること 
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転用禁止 

1－1－4－4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－4－4：タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 9,999 口座以上 

使用通貨 紙幣 1,000 円に対応すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～9,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 500 円  350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円   650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 1,000 円 650 枚以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 

印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニュー画面は必要となる 
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転用禁止 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ ・LAN ポート×1 以上、USB ポート×2 以上の I/F を搭載していること 

・QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光があたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れができること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切り替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 

点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 
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転用禁止 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切り替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及

びバージョンを提示すること 

ウイルス対策は、ホワイトリスティング方式のウイルス対策ソフトウェア 

(McfeeEmbeddedd Controll)が導入されていること 
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転用禁止 

1－1－4－5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式）の要求仕様は次のとおりとす

る。 

 

表 1－1－4－5：タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 9,999 口座以上 

使用通貨 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円、1,000 円に対応すること 

1,000 円紙幣が釣札として還流すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～99,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 1,000 円  30 枚 

500 円   350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円    650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円 200 枚（混合収納） 

1,000 円 400 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 

印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 
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転用禁止 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニュー画面は必要となる 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ ・LAN ポート×1 以上、USB ポート×1 以上の I/F を搭載していること 

・QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光があたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れができること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切り替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 

点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 
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転用禁止 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に 

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切り替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及 

びバージョンを提示すること 

ウイルス対策は、ホワイトリスティング方式のウイルス対策ソフトウェア 

(McfeeEmbeddedd Controll)が導入されていること 
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転用禁止 

1－1－4－6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式）の要求仕様は次のとおりとす

る。 

 

表 1－1－4－6：タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

口座数 9,999 口座以上 

使用通貨 紙幣 10,000 円、5,000 円、2,000 円、1,000 円に対応すること 

5,000 円及び 1,000 円紙幣が釣札として還流すること 

硬貨 500 円、100 円、50 円、10 円に対応すること 

硬貨を一括投入できること 

価格設定 10～99,990 円（10 円ステップ）であること 

釣銭装置 1,000 円  30 枚 

500 円   350 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円    650 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

金庫収納枚数 紙幣 10,000 円または 2,000 円 300 枚 

5,000 円 100 枚 

1,000 円 800 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

硬貨 500 円  600 枚 

100 円 1,000 枚 

50 円  1,100 枚 

10 円  1,000 枚 

以上の収容枚数が可能なこと 

券売仕様 用紙 感熱ロール紙（57～58mm×300m）×2 巻 

給紙方式 オートローディング方式 

切替方式 リレー方式があること 

口座別切替方式（口座毎に複数のロール紙の切替ができる機能）、シングル

方式（複数のロール紙がセットできるが、リレー方式ではなく、ひとつのロール

紙のみ使用する機能）があること 

券サイズ 幅 57.0～58.0mm 以内 縦 20～90mm 以内で 4 種類以上のサイズが選択で

きること。（領収書は 3 種で可） 

印字内容 日付、時間、価格、連続番号等表示可能な内容を提示すること 
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印字書体 印字書式：ゴシック体または明朝体は 低サポートすること 

券売時間 2.5 秒以内（30mm 券）リレー方式 

ユニバーサルデザイン対応 接客部： 

紙幣及び硬貨の投入口が操作し易い位置に配置されること 

紙幣・硬貨投入口が地上より 700～960mm 以内であること 

接客面 おすすめメニュー画面は必要となる 

電子マネー対応 JAMA 電子マネー化共同プロジェクトに対応した FOMA モジュールと通信可

能な FeliCa リーダーライター搭載すること 

WAON 対応のこと 

iD、Edy、QUICPay、SAPICA、nanaco、PiTaPa、交通系を対応のこと 

Ｉ／Ｆ ・LAN ポート×1 以上、USB ポート×1 以上の I/F を搭載していること 

・QR コードリーダを搭載できること 

外形寸法 650（W）×300（D）×1600（H）mm 以下であること 

大突起部は 90mm 以下であること 

通信機能 10BASE-T 以上の有線 LAN に対応すること 

重量 130kg 以下であること 

電源 AC100±10V （周波数 50Hz～60Hz±1Hz）であること 

消費電力 スペックを提示すること（待機と 大 W 数の提示） 

動作環境 使用温度：5～40℃ 

保管温度：10～50℃（但し、直射日光があたらない屋内） 

使用湿度：35～90%RH（但し、結露しないこと） 

保管湿度：20～90%RH（但し、結露しないこと） 

マスタ連携 メニューマスタの登録機能を有し、販売管理の商品マスタと連携・同期ができ

ること 

全店・全レジ変更などの作業効率に優れていること 

セキュリティ対応 操作履歴が記録され（保存期間 2 ヶ月以上）、印刷可能な機能を搭載してい

ること 

紙幣の真偽の識別機能が搭載されており、リジェクトされたお金は返却される

仕組みとなっていること 

券売機の扉を開けずに口座ボタン、売切れ等の設定ができること 

釣銭装置、金庫には鍵がついており、鍵の開閉により出し入れができること 

本体の鍵と釣銭装置、金庫の鍵は、別の鍵であること 

その他 領収書が発行できること 

売上や取引情報等を CSV でダウンロードできる機能を持つこと 

メニュー単価を 2 系統保持でき、切り替えることが制御可能であること 

客数データ取得が可能であること 
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点検データをサーバまたはパソコンから取得できること 

大投入金額が 9,990 円以上であること 

メニュー別の売切れ設定が行えること 

下記のオプション機器すべてを接続可能なこと 

プリンタ 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）（使用する場合） 

消し込み画面（キッチンディスプレイを利用することは可） 

キッチンディスプレイ 

ネットワークを利用して、パソコン側からメニューデータ等の設定を券売機に 

送信、メニュー価格、販売メニュー等を切り替える機能があること 

インストール OS は Windows Embedded Standard 7 であること。なお、OS 及 

びバージョンを提示すること 

ウイルス対策は、ホワイトリスティング方式のウイルス対策ソフトウェア 

(McfeeEmbeddedd Controll)が導入されていること 

 

  



 

37 
 

転用禁止 

1－1－5 券売機用各種オプション 

1－1－5－1 券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）要求仕様 

券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－5－1：券売機用売切れコントローラ（売切れ装置）要求仕様 

項目 規格・性能要求 

表示機能 売切れ表示、異常コード表示ができること 

外形寸法 260(H)×230(W)×80(D)㎜以下であること（突起部は含まず） 

操作機能 口座売切れ表示、発売中止、ブザー停止ができること 

設定機能 初期設定、ネットワーク設定及びプリンタ設定ができること 

チャイム機能 販売、異常、キークリック 音量３段階が可能であること 

インターフェース LAN 接続が可能であること 

重量 約 2.5kg 以下であること 

据付 規格、性能等を提示すること 

電源 AC100V±10% 50／60Hz 

消費電力 約 5W 程度であること 
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1－1－5－2 券売機用キッチンディスプレイ要求仕様 

券売機用キッチンディスプレイの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－5－2：券売機用キッチンディスプレイ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

CPU インテル Atom プロセッサー E3825 以上であること 

メモリ 2GB 以上であること 

補助記憶装置 HDD(500GB)または SSD(128GB）相当であること 

表示 15 インチ以上 TFT 方式カラー液晶 

抵抗膜式タッチパネル 

通信機能 10BASE-T/100BASE-T を対応していること 

Ｉ／Ｆ I／F 数及び接続の詳細を提示すること 

アーキテクチャ ファンレスであること 

重量 3.5kg 以下であること 

信頼性 防塵/防滴対策ができること 

その内容を提示すること 

据付 壁掛け、スタンド据付は 低対応すること 

電源 AC100V 

消費電力 30W 以下であること 
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1－1－5－3 売切れコントローラ用プリンタ要求仕様 

売切れコントローラ用プリンタの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－5－3：売切れコントローラ用プリンタ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

表示（ＬＥＤ） 電源状態、エラー有無が分かる LED 等の表示を備えていること 

印字 感熱ラインドット方式、576 ドット/ライン、8 ドット/mm（203dpi)、160mm/秒以上

であること 

印字用紙 印字幅：72mm、紙幅 80mm 以下（62m 巻以上、感熱面外側）であること 

カット パーシャルカット（中央 1 点止め）であること 

インターフェース 10BASE-T/100BASE-T を対応していること 

外形寸法 160（W）×205（D）×150（H）mm 以下であること (※アンテナ部含まず) 

重量 2.0kg 以下であること 

電源 AC100V 

消費電力 120W 以下であること 

 

1－1－5－4 券売機用キッチンディスプレイ用プリンタ要求仕様  

券売機用キッチンディスプレイ用プリンタの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－5－4：券売機用キッチンディスプレイ用プリンタ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

表示（LED） 電源状態、エラー有無が分かる LED 等の表示を備えていること 

印字 感熱ラインドット方式、576 ドット/ライン、8 ドット/㎜、220 ㎜/秒以上であること

印字用紙 印字幅：72 ㎜、紙幅 80 ㎜以下（62m 巻以上、感熱面外側）であること 

カット パーシャルカット（中央 1 点止め）であること 

紙ジャムセンサーやオートリカバリー機能を搭載していること 

インターフェース USB1.0 以上 

外形寸法 145（W）×192（D）×148（H）㎜以下であること 

重量 2.5 ㎏以下であること 

電源 AC100V 

消費電力 120W 以下であること 
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1－1－6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 

1－1－6－1 検品・棚卸用ハンディターミナル要求仕様 

検品・棚卸用ハンディターミナルの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－6－1：検品・棚卸用ハンディターミナル要求仕様 

項目 規格・性能要求 

インストール OS OS は、Windows Embedded Compact 7 以上であること 

CPU 動作周波数 1GHz 以上であること 

制御部 RAM 512MB 以上であること 

FlashROM 1GB 以上であること 

表示部 ドット数 QVGA 相当であること 

サイズ 3.5 型相当であること 

表示可能文字種 漢字（JIS 第 1、第 2 水準）、英数、カナ、記号、外字、特殊文字に対応してい

ること 

タッチパネル 感圧式または静電容量式 

操作部 キーボード ボタンのサイズはできるだけ大きく、キーが押し易い形状であり、以下のキーを

持つこと 

・ファンクションキー（1 つ以上） 

・テンキー（0～9、マイナス、小数点） 

・ENT、クリア 

・電卓配列 

・レーザースキャナのトリガーキーマイナスキーがない場合、補完する機能が

標準装備されていること（その内容を提示すること） 

照明機構 バックライトにより、キーボードの照明機構を有すること 

スキャナ 読取コード EAN/JAN/UPC、CODE128、GS1-128、Code39、ITF、Codabar が使用できる

こと 

Discrete 2 of 5、GS1 DataBar が使用できること 

分解能 1D バーコード 0.127 ㎜、2D バーコード 0.212 ㎜ 

読取距離 70 ㎜～300 ㎜が読み取れること 

または 

70 ㎜～90 ㎜（細バー幅 0.127 ㎜） 

80 ㎜～525 ㎜（細バー幅 1.000 ㎜）で読み取れること 

確認方法 音/光/振動によって読み取りの確認ができること 

読取角度 本体に対して垂直面だけでなく、水平面にあるバーコードの読み取りを行うた

め、スキャナの照射角度は、本体水平面から 20～50 度の角度であること（照

射角度を提示すること） 
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インターフェ

ース部 

無線 LAN 

 

無線規格は、IEEE802.11a、IEEE802.11b を使用できること 

セキュリティは、WPA(AES 256bits 以上)または、WPA2（AES 256bits 以上）に

対応可能であること 

無線 LAN を使用しない設定にできること 

Bluetooth Bluetooth Ver2.1+EDR 以上であること 

アプリケーションからデバイスパワーの ON/OFF が制御できること 

クレードル ・携帯端末をセットした状態でも、安定して画面操作ができる形状であること 

・有線 LAN 対応のクレードルであること（USB は不可） 

・クレードルを使用して通信が可能なこと 

クレードルに差し込んだハンディターミナルの IP アドレスを用いた通信であ

ること（クレードルの IP アドレスからの通信は不可とする。） 

カードスロット SD・microSD 等に対応していること 

バイブレータ バイブレータ機能があること 

オーディオ スピーカーがあること 

電源部 主電池 リチウムイオン電池（交換可能であること） 

膨張・変形しない構造であることが望ましい 

副電池 キャパシタ（コンデンサ）により、RAM のバックアップが 5 分程度可能であること

運用時間 電子協（JEITA）の定める HT 標準動作モードの「動作モード G（バーコードス

キャン+無線 LAN 送受信）」により、約 8 時間程度の使用が可能であること 

筐体部 形状 ・PDA 型であること 

・利用者の負荷を軽減するために、極力軽量かつ薄型であること 

リセットスイッチ 容易に押下できない構造であること 

外形寸法 85(W)×180(D)×30(H)mm 以下（突起部を除く） 

重量 380g 以下 

動作環境 動作温度 -10～50℃ 

動作湿度 20～85％RH 結露しないこと 

落下耐久性 1.5m 落下 

防滴・防塵性能 IP-54 以上のこと 

付帯機能 電源制御機能 電源引き抜き等イレギュラーな操作に対して、サスペンド機能が働くこと 

レシートプリンタ レシートプリンタは、本体一体型でも、外付け型でも可能 

（どちらを使用しているか提示すること） 

なお、レシートプリンタの詳細は、「1－1－7－2 検品･棚卸用ハンディターミナ

ル･プリンタ要求仕様」を参照のこと 

必要な付属品 バッテリの劣化を防ぐため、充電機器には過充電防止機能を備えていること。 

・ハンディターミナル 1 台につき、標準バッテリ 1 個 
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・ハンディターミナル 1 台につき、通信機能付きクレードル 1 個 

・ハンディターミナル・バッテリチャージャー 
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1－1－7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 

1－1－7－1 検品・棚卸用ハンディターミナル・バッテリチャージャー要求仕様 

検品・棚卸用ハンディターミナル・バッテリチャージャーの要求仕様は次のとおりとす

る。 

 

表 1－1－7－1：検品・棚卸用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 

項目 規格・性能要求 

表示 充電インジケータ（3 個）以上あること 

スロット 2 スロット以上あること 

充電時間 5 時間以内であること 

外形寸法 約 150（W）×75(D)×85(H)mm 以下であること 

重量 約 300ｇ以下であること。（AC アダプタ除く）であること 

電源 AC100V 

その他 温度検出機能：高温下での充電は劣化に影響するため、温度センサーによる

充電停止機能があること 

※高温の内容を提示すること。 

（なお、ハンディターミナル本体に同等機能を有することでも可） 

 

1－1－7－2 検品・棚卸用ハンディターミナル・プリンタ要求仕様 

検品・棚卸用ハンディターミナル・プリンタの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－7－2：検品・棚卸用ハンディターミナル・プリンタ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

印字部 印字方式 感熱方式 

印字速度 26 行/秒以上 

用紙種類 3 インチ（80mm）の感熱ロール紙（φ50mm 以下）が使用可能であること 

また、ロール紙の長さは 1 巻あたり 20m 程度であること 

印字解像度 200dpi 以上 

印字文字種 漢字（JIS 第 1、第 2 水準）、英数、カナ、記号、外字、IBM 拡張文字フォント 

フォント・印字桁数 ゴシック体で以下の印字が可能なこと 

全角 24 桁（24×24 ドット） 

インターフェース部 

（別体型のみ） 

Bluetooth Bluetooth  Ver.2.1＋EDR Class2 

電源部 

 

電池 リチウムイオン電池（交換可能であること 

運用時間 ハンディ内蔵：12 時間（HT 標準動作モード D） 
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別体：18 時間または 10,000 行連続印字 

筐体部 形状 利用者の負荷を軽減するために、極力軽量かつ小型であること 

外形寸法 ハンディ内蔵：(W)80/110×(D)250×(H)30mm 以下 

別体：(W)120mm×(D)135mm×(H)60mm 以下 

重量 ハンディ内蔵：550g 以下（ロール紙除く） 

別体：450g 以下（ロール紙除く） 

動作環境 動作温度 -5～50℃ 

動作湿度 30～80%RH を満たすこと 結露なきこと 

落下耐久性 1.0m 落下 

付帯機能 オーバレイ機能 フォームやロゴなどを予めプリンタ本体に登録できることが望ましい 

 

  



 

45 
 

転用禁止 

1－1－8 ラベルプリンタ 

1－1－8－1 ラベルプリンタ 

ラベルプリンタの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－8－1：ラベルプリンタ要求仕様 

項目 規格・性能要求 

印字方式 感熱方式であること 

解像度 300dpi（12dot/mm 相当）以上であること 

印字速度 100mm/秒（4 インチ/秒）以上であること 

なお、印字速度は、指定した用紙及び環境、電源状態の組み合わせ時によるものとする 

印字有効エリア 大 長さ 115mm×幅 56mm 以上であること 

用紙サイズ 連続発行できること 

長さ：16～120mm、幅：25～63mm 以内 

カッタ対応かティアオフ対応であること 

バーコード JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、

CODE39、ITF、GS1 DataBar(RSS)、QR コード 

Ｉ／Ｆ 通信インターフェース：USB インターフェースを有すること 

SD、CF カード、USB メモリ等の外部媒体用のスロット、スキャナ接続インターフェースを有する

こと 

外付け補助記憶装置 SD、CF カード、USB メモリ等のリムーバブルディスクを用意すること 

なお、SD、CF カード、USB メモリ等のリムーバブルディスクはワイヤー等ですぐに取り外せな

いよう施すこと 

外形寸法 235（W）×290（D）×270（H）㎜以下であること 

重量 3.5kg 以下（AC アダプタ除く） 

バッテリ仕様 下記バッテリ仕様があること 

種類：リチウムイオン 電圧：7.4V 容量：2400mAh 以上であること 

充放電サイクル：300 回以上であること 

充電時間：150 分以下（専用充電器使用）であること 

性能：満充電で 48m 以上連続発行可能であること 

消費電力 ピーク時（印字時） AC100V±10％ / 140.0W 以下であること 

待機時 AC100V±10％ / 10.0W 以下であること 

対応ドライバ Windows 10 64 ビット 日本語版 

その他 害虫忌避に対応していること 

抗菌仕様に対応していること 

内蔵時計に対応していること 
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1－1－8－2 ラベルプリンタに係るその他の要求仕様  

ラベルプリンタ用に係るその他の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－8－2：ラベルプリンタに係るその他の要求仕様 

項目 要求 

ラベル設定ツール 各種ラベル設定に必要なソフトウェア 
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1－1－9 ネットワーク機器 

1－1－9－1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 

L2 インテリジェントスイッチ 8 ポートの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－9－1：L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 

項目 規格・性能要求 

ネットワーク 

インターフェース 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応すること 

8 個以上のポートを有すること 

機能 リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）機能を有すること 

スパニングツリー（IEEE802.1D/s/w）機能を有すること 

VLAN（ポートVLAN、タグVLAN）機能を有すること 

オートネゴシエーション、固定機能、Auto-MDI/MDI-X機能を有すること 

Telnetにより設定ができること 

SNMPエージェント機能を有すること 

未使用ポートはシャットダウンできること 

コンソールケーブルによる設定が可能であること 

電源 AC100V 50Hz/60Hz に対応すること 

コンセント形状 NEMA5-15P であること 

 

1－1－9－2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 

L2 インテリジェントスイッチ 24 ポートの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－9－2：L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 

項目 規格・性能要求 

ネットワーク 

インターフェース 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応すること 

24 個以上のポートを有すること 

機能 リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）機能を有すること 

スパニングツリー（IEEE802.1D/s/w）機能を有すること 

VLAN（ポートVLAN、タグVLAN）機能を有すること 

オートネゴシエーション、固定機能、Auto-MDI/MDI-X機能を有すること 

Telnetにより設定ができること 

SNMPエージェント機能を有すること 

未使用ポートはシャットダウンできること 

コンソールケーブルによる設定が可能であること 

電源 AC100V 50Hz/60Hz に対応すること 

コンセント形状 NEMA5-15P であること 
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1－1－9－3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 

L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポートの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－9－3：L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 

項目 規格・性能要求 

ネットワーク 

インターフェース 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応すること 

8 個以上のポートを有すること 

電源 AC100V 50Hz/60Hz に対応すること 

コンセント形状 NEMA5-15P であること 

 

1－1－9－4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 

L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポートの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－9－4：L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 

項目 規格・性能要求 

ネットワーク 

インターフェース 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応すること 

16 個以上のポートを有すること 

電源 AC100V 50Hz/60Hz に対応すること 

コンセント形状 NEMA5-15P であること 

 

1－1－9－5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 

L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポートの要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－9－5：L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 

項目 規格・性能要求 

ネットワーク 

インターフェース 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応すること 

24 個以上のポートを有すること 

電源 AC100V 50Hz/60Hz に対応すること 

コンセント形状 NEMA5-15P であること 
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1－1－10 その他ケーブル類等 

1－1－10－1 各種ケーブル類等一式 

各種ケーブル類等の要求仕様は次のとおりとする。 

 

表 1－1－10－1：その他ケーブル類等要求仕様 

項目 規格・性能要求 

各種ケーブル類 POS 等機器が正常に動作するために必要と思われる電源ケーブル、各種イ

ンターフェース用ケーブル、LAN ケーブル等の各種ケーブルを必要数用意

すること 

LAN ケーブルに関しては「カテゴリー6 対応ケーブル」とし、ケーブル色は別

途指示する 

 

1－1－10－2 設置に必要な部材一式 

 

表 1－1－10－2：設置に必要な部材一式要求仕様 

項目 規格・性能要求 

設置に必要な部材一式 POS 等機器を机上に設置する際に必要となる金具、券売機を設置するため

に必要となるアンカー等を必要数用意すること 
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1. 特記仕様書 3：ソフトウェア編 

1－1 物件名 2：ソフトウェア 

1－1－1 ウィルス対策ソフト 

1－1－1－1 McAfee Embedded Control(もしくは当該ソフトの OEM 製品) 

受注者は、物販用 POS レジ、物販用小型 POS レジ、レストラン用 POS レジ、ボタン式

券売機、タッチパネル式券売機、検品・棚卸用ハンディターミナル、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。 

なお、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。 

 

「McAfee Embedded Control」 

※ 連絡先 マカフィー株式会社 

担当者 本調達担当 

電話：03-5428-1877 
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転用禁止 

1. 特記仕様書 4：設定及び設置作業編 

1－1 物件名 3：設定及び設置作業 

1－1－1 設定及び設置作業について 

受注者は、本調達に係る調達物件に係る設定及び設置作業を実施するものとする。 

(1) 設定作業 

POS 等機器及び各種アプリケーションについて、受注者は各種設定作業を実施し、当

社の環境において適正動作させるようにするものとする。 

① ソフトウェア適合確認 

当社が貸与する POS 等機器向け各種ソフトウェアについて、「特記仕様書 3：物件

の詳細編（POS 等機器）」における仕様に基づく POS 等機器とのソフトウェア適合確

認を実施し、適正動作させるようにするものとする。 

② 上位システム適合確認 

ソフトウェア適合確認完了後の POS 等機器について、当社が別に運用する上位シ

ステムとの適合性確認を実施し、適正動作させるようにするものとする。 

③ 設定作業クロージング 

設定作業完了に係る各種作業を実施するものとする。 

(2) 設置作業 

設定作業後の POS 等機器について、受注者は別途「共通仕様書：5－4 納品場所」

に定める場所にて設置作業を実施し、使用者の実運用環境にて POS 等機器を適正動

作させるようにするものとする。 

① 設置作業実行計画の策定及び承諾 

設置作業に係る詳細な実行計画を策定し、当社の承諾を得るものとする。 

詳細は別途「1－5－1 設置作業実施計画の策定及び承諾」に定めるものとする。 

② LAN 工事 

承諾を得た設置作業実行計画に基づき、LAN 工事を実施するものとする。 

詳細は別途「1－5－2 LAN 工事」に定めるものとする。 

③ キッティング 

承諾を得た設置作業実行計画に基づき、キッティングを実施するものとする。 

詳細は別途「1－5－3 キッティング」に定めるものとする。 

④ 仮設置 

承諾を得た設置作業実行計画に基づき、仮設置を実施するものとする。 

詳細は別途「1－5－4 仮設置」に定めるものとする。 

⑤ 本設置 

承諾を得た設置作業実行計画に基づき、本設置を実施するものとする。 

詳細は別途「1－5－5 本設置」に定めるものとする。 
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転用禁止 

⑥ 設置作業クロージング 

承諾を得た設置作業実行計画に基づき、設置作業クロージングを実施するものとす

る。 

詳細は別途「1－5－6 設置作業クロージング」に定めるものとする。 

 

1－1－2 設定及び設置作業の各工程について 

受注者は、設定及び設置作業に係る各工程を定義するものとする。 

なお、当社が想定する作業工程は「図 1－1－2：各工程の定義（案）」に定めるとおりとし、本

特記仕様書における本件業務の内容も「図 1－1－2：各工程の定義（案）」に従い記載するもの

とするが、必ずしもこれに限られるものではなく、受注者が当社との合意に基づき定義するもの

とする。 
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転用禁止 転用禁止 
図 1－1－2：各工程の定義（案） 
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転用禁止 

1－2 プロジェクト管理 

1－2－1 プロジェクト管理の実施 

受注者は、設定及び設置作業を実施するにあたり、プロジェクト管理を適切に実施するものと

する。 

 

1－2－2 プロジェクト管理に係る留意事項 

プロジェクト管理に係る留意事項は次のとおりとする。 

(1) 設定及び設置作業に係るすべての作業が定められた工期内に終了し、設定及び設

置作業の目的が完全に達成されるよう責任をもって主体的に業務を遂行するとともに、

関係機関との調整、問題点の把握、整理、解決等を行うことにより厳正にプロジェクト

を管理する。 

(2) 当社との間で設定及び設置作業に係る打ち合わせを実施した際は、受注者にて「打

ち合わせ記録簿」を作成するものとする。 

(3) 相互調整作業 

① 必要に応じて、設定及び設置作業に係る関連ステークホルダーとの情報の相互

交換を、当社同席のもと実施するものとする。 

② 上記についての協議の内容は受注者の責任において「打ち合わせ記録簿」に整

理し、内容について当社の承諾を得るものとする。 

(4) 作業要件から必要な項目を洗い出し、WBS の作成を行い、設定及び設置作業につい

ての進捗・管理を行うものとする。WBS は進捗に合わせて順次詳細化を行うものとする。 

(5) 作業工程間の順序関係、依存関係を明確にし、必要作業量に基づいたスケジュール

表を作成するものとする。 

(6) 作業時における課題は、受注者が課題管理表で管理するものとし、課題発生から解

決までの管理を行うものとする。 

(7) 定期的な進捗報告会を開催し、作業状況の報告を行うものとする。 

(8) 定期的な進捗報告会は、導入までは 2 週間に 1 回以上の頻度で実施するものとする。 

(9) 進捗報告会で、対象とする作業期間に予定した全作業について、計画、実績及び計

画と実績の差異を報告するものとする。 

(10) 進捗に遅れが生じている場合には、当社の求めに応じ、進捗報告会の頻度を多く開

催するものとする。 

(11) 打合せ資料、成果品は日本語で記載するものとする。 

(12) 当社との打合せは、日本語で行うものとする。 
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転用禁止 

1－2－3 プロジェクト体制に係る留意事項 

プロジェクト体制に係る留意事項は次のとおりとする。 

(1) 設定及び設置作業のプロジェクト管理・統括を行うプロジェクトマネージャ相当の担当

者（以下「統括責任者」という。）を連絡調整窓口として設置するものとする。 

(2) 統括責任者は、プロジェクトマネージャ試験（IPA）又は PMP（PMI）資格を保有している

者が望ましい。保有している場合、証明書を提示するものとする。 

(3) 統括責任者は、要員の確保に責任を持てる職位を有する者であるものとする。 

(4) 統括責任者は、本特記仕様書の要件を把握し、作業の実施に必要となる要員のスキ

ル、要員数等についての判断に責任を持てる者であるものとする。 

(5) プロジェクト体制は、技術分野に基づくチーム構成とし、各チームの役割、作業分担、

編成時期、状況報告関係等が明確になったものであるものとする。 

(6) プロジェクト体制を落札後 10 日以内に当社へ報告し、承諾を得るものとする。（体制と

は、作業に従事させるチームリーダーの氏名、常勤、非常勤の作業要員の氏名、所属

及び担当業務、指示命令系統、緊急時の連絡方法をいう。） 

(7) 統括責任者または補佐は、休日を除き、受注者における勤務時間中（受注者におい

て勤務時間が部署等により異なる場合は統括責任者が属する部署等の勤務時間とす

る。勤務時間の定めがない場合は、9 時 00 分から 17 時 25 分とすること。）は、当社か

らの連絡が受けられる状態にあるものとする。（ただし、当社の承諾を得て、一時的に

代理のものがこれを務めることはできるものとする。） 

(8) 統括責任者及び補佐を人事異動等の理由により配置転換する場合は、2 週間前まで

に当社に報告するとともに、後任の者を直ちに選任するものとする。 

(9) 統括責任者及び補佐を 2 人同時に人事異動等の理由により配置転換することは、や

むを得ない理由がある場合を除き、これを避けるものとする。 

(10) 統括責任者及び補佐を人事異動等の理由により配置転換する場合は、後任の者に

対して十分な引き継ぎを行うものとする。 

(11) プロジェクト作業体制に変更があった場合は、その旨を当社へ速やかに報告するとと

もに承諾を得るものとする。 

(12) 当社は合理的な理由がある場合には、担当者の交代を求めることができるものとする。

その場合、受注者は代替要員を 2 週間以内に選任し、当社の承諾を得るものとする。 
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転用禁止 

1－3 プロジェクト実施計画の立案 

1－3－1 プロジェクト実施計画書の策定 

設定及び設置作業を円滑に行うために、受注者は当社と協議及び調整のうえ、プロジェクト

実施計画を立案し、プロジェクト実施計画書を策定するものとする。 

なお、プロジェクト実施計画立案の際には、次のとおり設定及び設置作業に係る作業の日程

に制約があることに留意するものとする。 

(1) 「1－4－2 上位システム適合確認」は令和元年 11 月 5 日から開始を予定している。し

たがって、上位システム適合を開始するために必要となる作業は令和元年 11 月 1 日

までに完了させる必要がある。 

(2) 「1－5－4 仮設置」について、リース期間 1 の仮設置は令和 2 年 3 月 2 日から開始を

予定している。したがって、リース期間 1 の仮設置を開始するために必要となる作業は

令和 2 年 2 月 28 日までに完了させる必要がある。 

(3) 設置作業について、「図 1－3（a） 例）リース期間 1 における仮設置からリース開始ま

での流れ」及び「図 1－3（b） 営業日について」の考え方に沿って作業を完了させる必

要がある。 

 

1－3－2 プロジェクト実施計画書の承諾 

受注者が策定したプロジェクト実施計画書は、受注者は当社と協議のうえ、取り決める期日ま

でに当社へ提出し承諾を得るものとする。 
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転用禁止 転用禁止 
図 1－3（a） 例）リース期間 1 における仮設置からリース開始までの流れ 

 

 

※ 上図はリース期間 1 における例であるが、全てのリース期間において考え方は同じである。 

※ 上図はリース期間 1 において、A 店舗と B 店舗のみ設置する例とした。 

※ 上図の「仮設置開始日」、「本設置開始日」、「開設日」は営業日とし、それ以外の日付は実際の日付とする。 

※ 仮設置開始が可能となる日は、リース開始日の 2 ヶ月前の 1 日とする。ただし、該当日が土日祝日の場合、翌平日とする。 

※ 本設置開始日は、仮設置開始日の 3 週間程度後とし、その翌日を開設日とする。なお、本設置から開設までの間に受注者による POS 等機

器一式の納品と当社による検収を実施する。 

※ 仮設置開始月の翌月中旬を POS 等機器一式以外の納品日とする。したがって、納品準備期間を考慮すると、一つのリース期間における仮

設置実施時期は、仮設置開始月の初旬と中旬になるものと思料する。 

※ POS 等機器一式以外の納品後、10 日程度の当社検収作業を経て、検査合格書を発行し、翌月 1 日よりリースを開始する。 
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転用禁止 転用禁止 
 

図 1－3（b） 営業日について 

 

※ 上図は、実日付が N 日から N+1 日に跨るが、営業日は N 日で同一となる例である。 
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転用禁止 

1－4 設定作業 

1－4－1 ソフトウェア適合確認 

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 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 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 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。 
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転用禁止 

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 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。 

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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 

 

1－4－2－6  上位システム適合確認における留意事項 

(1) 上位システム適合確認は当社の環境にて実施するものとし、受注者は受注者の

環境で用意した POS 等機器を当社本社に持ち込み、設置作業するものとする。 

(2) 「図 1－4－2－6 2 つのネットワーク環境」に記載のとおり、当社の環境は 2 つの

ネットワーク環境がある。なお、ネットワーク環境におけるバックボーンネットワーク

は異なるが、受注者はその違いを意識しなくても良いものとする。 

(3) 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が、2 つの

ネットワーク環境において使用するパソコンについては以下の違いがあることに留

意するものとする。 

① G 環境専用パソコン 

OS：Windows10 Enterprize LTSB 2016 64bit 

デスクトップ型パソコン 
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② N 環境専用パソコン 

OS：Windows10 Professional SAC 64bit 

ノート型パソコン 

(4) 持ち込み対象とする POS 等機器は「表 1－4－2－6 持ち込み対象とする POS 等

機器」に定めるとおりとする。なお、POS レジ用各種オプションにてキーボードとレ

シートプリンタを個別に用意する必要がある場合は当該機器も持ち込み対象とす

る。また、台数は原則 1 台ずつとするが、複数台で冗長構成とする機器は、冗長

構成分の台数とする。 

(5) G 環境に POS 等機器を接続するにあたり、当社は G 環境担当部門に「ソフトウェ

ア安全許可申請」及び「ネットワーク接続申請」を提出し、許可を得る必要があるた

め、受注者は当社の申請に係る書類作成作業を支援するものとする。 

① ソフトウェア安全許可申請 

G 環境に接続する機器にインストールするソフトウェアの情報セキュリティ面に

おける安全性のチェックを受けて許可を得る必要がある。なお、申請は接続

希望日の 2 ヶ月前までに実施する。 

② ネットワーク接続申請 

G 環境に接続する機器のネットワーク接続を申請し、ホスト名、IP アドレス等

の払い出しを受ける必要がある。なお、申請は接続希望日の 1 ヶ月前までに

実施する。また、申請にあたっては、MAC アドレスを提示する必要があること

に留意するものとする。 

(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。 

(7) 上位システム適合確認において、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。 

(8) 上位システム適合確認において、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。 
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図 1－4－2－6 2 つのネットワーク環境 
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表 1－4－2－6 持ち込み対象とする POS 等機器 

G 環境 N 環境 

<ショッピング用機器> 

物販用 POS レジ 

～以下、POS レジ用各種オプション～ 

客面表示機(ディスプレイタイプ) 

硬貨自動釣銭機 

紙幣自動釣銭機 

レジスキャナ(ハンディ型) 

<レストラン用機器> 

レストラン用 POS レジ 

レストラン用ハンディターミナル 

レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 

レストラン用オーダリングシステムコントローラ 

レストラン用キッチンプリンタ 

レストラン用キッチンディスプレイ 

<ショッピング用機器> 

物販用小型 POS レジ 

～以下、POS レジ用各種オプション～ 

カスタマーディスプレイ(FLD タイプ) 

小型キャッシュドロワ 

<フードコート用機器> 

ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

<フードコート用機器> 

タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

<バックヤード用機器> 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

*参考：パソコンは G 環境専用パソコン 

<バックヤード用機器> 

ラベルプリンタ 

検品・棚卸用ハンディターミナル 

～以下、検品・棚卸用ハンディターミナル用各種オプション～ 

検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 

検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 

検品・棚卸用ハンディターミナル標準バッテリ 

*参考：パソコンは N 環境専用パソコン 

 

1－4－3 設定作業クロージング 

上位システム適合確認後、受注者、当社及び当社が指定する事業者による設定作業完了報

告会を実施するものとする。当該報告会において、受注者及び当社が指定する事業者が共同

で設定作業の完了状況、積み残している課題等について設定作業完了報告書として取りまと

めたうえで当社に報告し、設定作業完了の承諾を得るものとする。 
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1－5 設置作業 

1－5－1 設置作業実施計画の策定及び承諾 

1－5－1－1 現場調査 

受注者は、設置作業実施計画の策定に先立ち、敷設済みの LAN 回線及びネットワ

ーク機器等（以下、LAN回線等という。）の配置状況が記載されている「共通仕様書：1－

14 貸出図書について 貸出図書-2：LAN 回線等の敷設図面」（以下、LAN 回線等の

敷設図面という。）を基にして、設置場所における現場調査を実施するものとする。 

現場調査では設置場所毎に以下の観点について明確にするものとするが、必ずしも

これに限られるものではなく、受注者が当社との合意に基づき定義するものとする。 

なお、下記（2）及び（4）については、LAN 回線等の敷設図面において、異なる箇所を

明確にして当社に報告するものとする。 

(1) LAN 回線等の敷設図面と現場調査の結果が同じであり、使用者との調整の結果、

LAN 工事は敷設済みの LAN 回線等を新規の LAN 回線等に入れ替えるだけで

完了する。 

※ 図面変更の必要なし 

※ 新たな LAN 工事の必要なし 

(2) LAN 回線等の敷設図面と現場調査の結果が異なるが、使用者との調整の結果、

LAN 工事は敷設済みの LAN 回線等を新規の LAN 回線等に入れ替えるだけで

完了する。 

※ 図面変更の必要あり 

※ 新たな LAN 工事の必要なし 

(3) LAN 回線等の敷設図面と現場調査の結果が同じであるが、使用者との調整の結

果、敷設済みの LAN 回線等を新規の LAN 回線等に入れ替えるだけでは対応で

きず、新たな LAN 工事が必要となる。 

※ 図面変更の必要なし 

※ 新たな LAN 工事の必要あり 

(4) LAN 回線等の敷設図面と現場調査の結果が異なり、使用者との調整の結果、敷

設済みの LAN 回線等を新規の LAN 回線等に入れ替えるだけでは対応できず、

新たな LAN 工事が必要となる。 

※ 図面変更の必要あり 

※ 新たな LAN 工事の必要あり 
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1－5－1－2 現場ヒアリング 

受注者は現場調査と併せて、設置場所の当社及び使用者との間で現場ヒアリングを

実施し、設置作業実施計画の策定に必要となる情報を収集するものとする。 

情報収集の観点は以下とするが、必ずしもこれに限られるものではなく、受注者が当

社との合意に基づき定義するものとする。 

(1) LAN 工事の際の配線経路に係る情報 

(2) LAN 工事の際のネットワーク機器の配置に係る情報 

(3) LAN 工事部材及び POS 等機器の搬入時に利用する駐車場の高さ制限、重量制

限等の制約情報 

(4) LAN 工事部材及び POS 等機器の搬入時の搬入経路の情報 

(5) POS 等機器搬入後、仮設置までの間に POS 等機器を保管する場所の情報 

(6) 仮設置場所及び本設置場所の情報 

(7) 仮設置完了後、本設置までの間に POS 等機器を保管する場所の情報 

(8) 仮設置、本設置の作業時間開始時間に係る情報 

(9) 仮設置時教育の場所及び対象人数に係る情報 

(10) POS 等機器の転倒防止措置等に係る情報 

 

1－5－1－3 設置作業実施計画の策定 

受注者は、現場調査及び現場ヒアリングの結果より、設置作業実施計画を立案し、設

置作業実施計画書を策定するものとする。 

なお、設置作業実施計画書には以下の内容を含むものとするが、必ずしもこれに限ら

れるものではなく、受注者が当社との合意に基づき定義するものとする。 

(1) LAN 工事実施計画 

(2) キッティング実施計画 

(3) 仮設置実施計画 

(4) 利用者教育実施計画 

(5) 本設置実施計画 

(6) 設置作業クロージング計画 

(7) 上記計画の記載内容 

・日程表 

・設置拠点毎の作業時間帯 

・作業体制図 

・作業実施手順 

・緊急事態発生時のローリングプラン 
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1－5－1－4 設置作業実施計画の承諾 

受注者は、策定した設置作業実施計画書を当社に提出したうえで、承諾を得るものと

し、以降の作業は承諾を受けた設置作業実施計画書に基づき実施するものとする。 

 

1－5－1－5 設置作業実施計画の策定における留意事項 

(1) 「1－3－1 プロジェクト実行計画書の策定」に記載のとおり、「図 1－3（a） 仮設

置からリース開始までの流れ」の考え方に沿って作業を完了させる必要がある。 

(2) 現場調査の結果、LAN 回線等の敷設図面に変更がある場合、受注者が変更す

るものとする。なお、図面は Microsoft Visio Standard2010 または互換性のある上

位バージョンにて変更を実施するものとする。 

(3) 安全対策（アンカー止めによる転倒防止対策、鉄板等による転倒防止の鉄板、耐

荷重対策等）について、現場調査及び現場ヒアリングで明確し、必要部材や工法

等の検討を実施するものとする。 

(4) 本設置と同時期に、それまで使用していた POS 等機器の撤去作業（以下、旧

POS 等機器の撤去という。）を当社及び当社が指定する事業者が実施するため、

双方の作業が干渉しないよう、受注者と当社及び当社が指定する事業者との間

で調整を実施するものとする。なお、以下、旧 POS 等機器の撤去に係るスケジュ

ールは、当社が受注者に提示するものとする。 

(5) 設置場所における各種作業の作業時間は、原則、受注者の営業時間（割増料金

が発生しない時間帯）にて実施するものとする。ただし、本設置においてはこの限

りではないものとする。 

(6) 「1－5－1－1 現場調査」及び「1－5－1－2 現場ヒアリング」は原則、設置場所

の営業時間内に実施するものとする。 
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1－5－2 LAN 工事 

1－5－2－1 LAN 設計 

受注者は LAN 設計を実施し、以下の内容を記載した LAN 回線等設計書を作成し、

当社の承諾を得るものとする。 

(1) LAN 回線等論理構成図 

ホスト名、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ等、ネットワークの

論理的構成に係る情報を中心に記載する構成図 

(2) LAN 回線等物理構成図 

機器の種別、ケーブルの種類等、ネットワークの物理的構成に係る情報を中心に

記載する構成図 

 

1－5－2－2 LAN 工事 

受注者は、当社の承諾を得た LAN 回線等設計書に基づき LAN 工事を実施するもの

とする。 

 

1－5－2－3 LAN 工事完了報告書の提出 

受注者は、LAN 工事が完了した後、LAN 工事完了報告書を作成し、当社に提出のう

え承諾を得るものとする。 

なお、LAN 工事報告書は設置場所毎に作成し提出するものとする。 

また、LAN 工事報告書には LAN 工事が適切に行われ、LAN 回線等が正常に動作し

たことを示す証跡を添付するものとする。 

 

1－5－2－4 LAN 工事における留意事項 

(1) ネットワーク機器について、接続する全てのポートが正常動作することを確認する

ものとする。 

(2) ネットワーク機器について、空きポートは物理的に塞ぐものとする。 

(3) ノード接続の際、ネットワークループを発生させないようにするものとする。 

(4) LAN 工事に関係するネットワーク機器のみにアクセスするものする。 
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1－5－3 キッティング 

1－5－3－1 ネットワーク接続許可申請 

仮設置の対象となる POS 等機器のうち、G 環境に接続する POS 等機器については、

当社は G 環境担当部門にネットワーク接続許可申請を行い、接続許可を得る必要があ

る。 

したがって、受注者は当社の申請に係る書類作成作業を支援するものとする。 

なお、ネットワーク接続許可申請の内容については、「1－4－2－6 上位システム適

合確認における留意事項（5）②」に記載の通りとする。 

 

1－5－3－2 機器台帳の作成 

受注者は、設置対象となる POS 等機器について、機器台帳を作成するものとする。 

機器台帳で管理する項目は以下とし、詳細は別途当社から受注者に通知する。 

(1) 機器台帳で管理する項目 

リース期間区分/店舗区分/管轄支店/エリア/出店契約名/設置場所/業態店舗

/エリア店舗 CD/業態店舗 CD/利用会社/ホスト名/機器種別/図面記号/IP アド

レス/Default Gateway/DNS1/DNS2/e-PD 端末番号/メーカ名/製品名/MAC ア

ドレス/製造番号/機器設置日/機器廃止日/利用用途/営業時間/精算時間/計

上日指定/備考 

 

1－5－3－3 各種アプリケーションのインストール及び初期設定 

受注者は、設置対象の POS 等機器に対し、キッティング手順書、アプリケーション初

期設定手順書等に基づく各種アプリケーションのインストール及び初期設定を実施する

ものとする。 

 

1－5－3－4 ラベル貼付け作業及び梱包作業 

受注者は、各種アプリケーションのインストール及び初期設定が完了した POS 等機器

について、キッティング手順書に基づくラベル貼付け作業を実施し、必要に応じて梱包

作業を実施するものとする。 

なお、機器を梱包した場合は、箱と設置場所の紐付けが容易に判別できるように、箱

に設置場所を示す番号等を見やすい場所に記入する等の対応を行うものとする。 

また、仮設置時の物品廃棄等の手間を軽減するため、梱包作業に際しては仮設置作

業において不要となる品目は梱包しないようにするものとする。 
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1－5－3－5 キッティングにおける留意事項 

(1) 受注者の環境でアプリケーション初期設定が可能な項目については、すべて受

注者の環境で実施し、仮設置時には、当社の環境に接続して設定する作業のみ

を実施するものとする。 

(2) アプリケーション初期設定に必要な情報は、受注者が設定シートを当社に提示し、

情報を収集するものとする。 

(3) 次の種類のラベルを作成し、POS 等機器へ貼付けを行うものとする。ラベルの貼

付けに際し、事前にラベル貼付案を作成し、当社の承諾を得るものとする。なお、

貼付けたラベルは保護用ラベルを用いて、剥がれないようにするものとする。 

・POS 等機器の本体に貼付する、ホスト名が記載されたラベル 

・POS 等機器の本体に貼付する、受注者のリース資産であることを示すラベル 

(4) キッティングにおいて、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。 

  



 

21 

転用禁止 

1－5－4 仮設置 

1－5－4－1 POS 等機器の配送 

受注者は、POS 等機器を設置場所へ配送するものとする。 

なお、配送業者には POS 等機器を仮設置までの間に保管する場所まで運ぶように指

示するものとする。 

また、POS 等機器の配送に係る費用は受注者が負担するものとする。 

 

1－5－4－2 仮設置作業 

受注者は、POS 等機器を仮設置までの間に保管する場所から仮設置場所に移設し、

設置対象の全ての POS 等機器が適正に動作することを確認するものとする。 

なお、確認項目は以下の内容を含むものとするが、必ずしもこれに限られるものでは

なく、受注者が当社との合意に基づき定義するものとする。 

(1) 物販用 POS レジ及び物販用小型 POS レジ 

・時刻同期設定 

・仮設置時点の 新マスタデータを上位システムから取得して POS レジに反映 

・POS レジタッチパネルの設定 

・各種オプションと組み合わせた動作の確認 

・上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認 

(2) レストラン用 POS レジ/レストランオーダリング 

・時刻同期設定 

・仮設置時点の 新マスタデータを上位システムから取得して POS レジに反映 

・POS レジタッチパネルの設定 

・レストランオーダリングの設定（オーダーブック設定等） 

・各種オプションと組み合わせた動作の確認 

・上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認 

(3) 券売機 

・時刻同期設定 

・仮設置時点の 新マスタデータを上位システムから取得 

・券売機の券面データ及びタッチパネルの設定 

・各種オプションと組み合わせた動作の確認 

・上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認 
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(4) 検品・棚卸用ハンディターミナル 

・時刻同期設定 

・仮設置時点の 新マスタデータを上位システムから取得して検品・棚卸用ハン

ディターミナルに反映 

・各種オプションと組み合わせた動作の確認 

・上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認 

(5) ラベルプリンタ 

・時刻設定 

・ラベル印刷による動作の確認 

 

1－5－4－3 仮設置作業完了後の POS 等機器の保管等 

受注者は、仮設置作業完了後、利用者教育用機器を除いて、本設置までの間に

POS 等機器を保管する場所に移設するものとする。 

また、合わせて仮設置後の利用者教育用機器を、利用者教育実施場所に設置する

ものとする。 

 

1－5－4－4 仮設置作業完了報告書の提出 

受注者は、仮設置作業が完了した後、仮設置作業完了報告書を作成し、当社に提出

のうえ承諾を得るものとする。 

なお、仮設置作業完了報告書は設置場所毎に作成し提出するものとする。 

また、仮設置作業完了報告書には仮設置作業が適切に行われ、POS 等機器が正常

に動作したことを示す証跡を添付するものとする。 

 

1－5－4－5 仮設置における留意事項 

(1) 時刻同期について、当社が指定する NTP サーバと接続して同期設定を実施する

ものとする。 

(2) 時刻同期について、券売機は電子マネー決済用端末も含めて同期設定を実施

するものとする。 

(3) 不要なサービスは停止するものとする。 

(4) 仮設置の対象となる POS 等機器にはマスタデータが登録されていないため、

新マスタデータを上位システムから全件取得して登録するものとする。 

(5) POS レジタッチパネル、券売機の券面データ等、仮設置に実施にあたり必要にな

る情報について、事前に使用者と調整のうえ、設定するものとする。 

(6) 上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認に際し、使用するテスト

データ、確認項目、完了基準等について、当社及び当社が指定する事業者と調

整のうえ、事前に取り決めておくものとする。 
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(7) 上位システムへのテスト売上データ送信による動作確認に際し、テストケースは受

注者が作成するものとする。 

(8) 仮設置作業中は、使用者が通常業務を実施していることが想定されるため、使用

者の通常業務を妨げないようにするものとする。 

(9) 仮設置作業中は、顧客が店舗サービスを利用していることが想定されるため、作

業者は身嗜みを整え、顧客に不快感を与える行動はとらないようにするものとす

る。 

(10) 仮設置において、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。 

(11) 仮設置完了後から本設置までの任意の期間において、当社は当社が指定する

事業者とともに使用者への POS 等機器の利用に係る教育を実施するため、当該

期間における教育作業が受注者の作業の妨げにならないよう、当社及び受注者

との間で事前に作業スケジュール調整を実施するものとする。 
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1－5－5 本設置 

1－5－5－1 POS 等機器の移設 

受注者は、本設置の対象となる POS 等機器を、本設置までの間に POS 等機器を保

管する場所から本設置の配置場所へ移設をするものとする。 

 

1－5－5－2 本設置作業 

受注者は、本稼働に向けて設置対象の全ての POS 等機器の設置作業を実施し、適

正に動作することを確認するものとする。 

なお、作業項目は以下の内容を含むものとするが、必ずしもこれに限られるものでは

なく、受注者が当社との合意に基づき定義するものとする。 

(1) 物販用 POS レジ及び物販用小型 POS レジ 

・設置  

※必要に応じて部材等による安全対策を実施 

・ 新マスタデータを上位システムから取得して POS レジに反映 

・POS レジタッチパネルの追加設定 

※必要に応じて実施 

・上位システムへのテスト売上データ送信し疎通確認 

(2) レストラン用 POS レジ/レストランオーダリング 

・設置 

※必要に応じて部材等による安全対策を実施 

・ 新マスタデータを上位システムから取得して POS レジに反映 

・POS レジタッチパネルの追加設定 

※必要に応じて実施 

・レストランオーダリングの追加設定（オーダーブック設定等） 

※必要に応じて実施 

・上位システムへのテスト売上データ送信し疎通確認 

(3) 券売機 

・設置  

※必要に応じて部材等による安全対策を実施 

・ 新マスタデータを上位システムから取得 

・券売機の券面でデータ及びタッチパネルの追加設定 

※必要に応じて実施 

・上位システムへのテスト売上データ送信し疎通確認 
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(4) 検品・棚卸用ハンディターミナル 

・ 新マスタデータを上位システムから取得して検品・棚卸用ハンディターミナル

に反映 

・上位システムへのテスト検品・棚卸し疎通確認 

(5) ラベルプリンタ 

※ 設置のみ 

 

1－5－5－3 本設置作業完了報告書の提出 

受注者は、本設置作業が完了した後、本設置作業完了報告書を作成し、使用者に提

出のうえ承諾（使用者の押印要）を得るものとする。 

なお、本設置作業完了報告書は設置場所毎に作成し提出するものとする。 

また、本設置作業完了報告書の使用者承諾をもって、POS 等機器一式の納品及び

検収を完了したものとする。 

 

1－5－5－4 開設及び初日立会い 

使用者は、本設置作業完了報告書を承諾後、営業開始時間に合わせて POS 等機器

の開設を実施するため、受注者は使用者の開設作業のサポートを実施するものとする。 

また、受注者は開設後初日の営業時間完了（POS 等機器の閉設）まで立会いを行い、

POS 等機器のトラブル対応等を行うものとする。 

 

1－5－5－5 本設置における留意事項 

(1) 本設置の対象となる POS 等機器には仮設置時にマスタデータを登録したため、

新マスタデータを上位システムから差分取得して登録する。 

(2) 利用者教育で使用した POS 等機器は、マスタデータをクリアして 新マスタデー

タを上位システムから全件取得して登録する。 

(3) POS レジタッチパネル、レストランオーダリングの設定及び券売機の券面でデータ

及びタッチパネルの設定については、仮設置時に完了しているが、使用者の要

望により変更が発生した場合は、受注者が再設定作業を実施するものとする。 

(4) 仮設置時のマスタデータの取得先が上位システムの検証機となる場合があるた

め、本設置の際は、マスタデータ取得前に取得先を必ず確認し、必要に応じて取

得先を変更する必要があるものとする。 
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(5) 本設置と同時期に、それまで使用していた POS 等機器の撤去作業（以下、旧

POS 等機器の撤去という。）を当社及び当社が指定する事業者が実施するため、

双方の作業が干渉しないよう、受注者と当社及び当社が指定する事業者との間

で調整を実施するものとする。なお、以下、旧 POS 等機器に係るスケジュールは、

当社が受注者に提示するものとする。 

(6) 上位システムへのテスト売上データ送信による疎通確認は、データ連携における

疎通を確認するのみとする。つまり、上位システムにデータを送信するが、上位シ

ステムは中間サーバにデータを滞留し、上位システム本体にはデータを取り込ま

ないものとする。 

(7) 上位システムへのテスト売上データ送信による疎通確認に際し、使用するテスト

データ、確認項目、完了基準等について、当社及び当社が指定する事業者と調

整のうえ、事前に取り決めておくものとする。 

(8) 券売機は、工事用アース端子付室内脚にて固定するものとする。なお、導入箇所

によっては、アンカー止めだけではなく、転倒防止の鉄板も準備し、転倒防止の

鉄板を券売機に取り付けて前倒れを防止する設置方法も可能なものとする。 

(9) 開設後の初日立会いは、顧客が店舗サービスを利用していることが想定されるた

め、作業者は身嗜みを整え、顧客に不快感を与える行動はとらないようにするも

のとする。 

(10) 本設置において、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。 
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1－5－6 設置作業クロージング 

1－5－6－1 納品準備及び納品 

本設置完了後、受注者は POS 等機器一式以外の納品に係る準備を実施し、別途

「共通仕様書：5－5 納品物の納期」に定める納期までに納品するものとする。 

 

1－5－6－2 POS 等機器一式以外の検収 

受注者による POS 等機器一式以外の納品の翌日から 10 日以内に、当社は POS 等

機器一式以外の検収を実施するものとするが、受注者は当社の指示に従い必要に応じ

て検収の立会いを実施するものとする。 

 

1－5－6－3 検査合格書の発行 

検査合格書の発行に係る事項について、別途「共通仕様書：2－1－4 リース契約の

開始」に定めるものとする。 
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1. 特記仕様書 5：保守サービス編 

1－1 物件名 4：保守サービス 

1－1－1 保守サービスの提供 

受注者はリース期間中、本特記仕様書に定める保守サービスについて受注者の負担により、

責任をもって行うものとする。 

 

1－1－2 保守サービス分類 

当社が想定する保守サービス分類は「図 1－1：保守サービス分類（案）」に定めるとおりとする

が、必ずしもこれに限られるものではなく、受注者が当社との合意に基づき定義するものとする。 

 

1－1－3 保守サービスの提供期間 

保守サービスの提供期間は、別途「共通仕様書：表 2－1－2 リース期間及び保守サービス

期間」に定めるとおりとする。 

なお、仮設置作業完了の翌日からリース期間開始の前日までの期間においても、リース期間

中の保守サービスと同等のサービスを提供するものとし、当該期間に発生する保守サービスに

係る費用は、リース期間の保守サービスのリース料に含むものとする。 

 

1－1－4 対応窓口及び体制 

当社及び当社が指定する事業者からの問合せに対する窓口及び保守体制を開設し、問い

合わせ及び保守サービスに対応するものとする。 

(1) 保守体制表を作成し、当社に提出するものとする。 

(2) 保守体制表には、保守主担当者を明記するものとする。 

(3) 保守主担当者は、当該機器の保守の熟練者とするものとする。 

(4) 保守主担当者の変更を行う場合には、2 週間前までに当社に報告するものとする。 
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転用禁止 転用禁止 
図 1－1：保守サービス分類（案） 

 

 
 

※ 太枠を受注者の保守サービス対象範囲とし、グレーアウト箇所は保守サービス対象範囲外とする。 

※ グレーアウト箇所は保守サービスは当社及び当社が指定する事業者が実施する。 
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1－2 保守サービスの内容 

1－2－1 サービスデスク 

受注者は、当社、利用者及び当社が指定する事業者からの総合受付窓口としてサービスデ

スクを開設するものとする。 

また、サービスデスクにおいて、保守サービス体制の中心として、配下の保守チームを統括し

て管理し、保守サービスに係る情報を一元管理するものとする。 

なお、サービスデスクの保守サービス内容は以下のとおりとする。 

 

(1) 保守サービス提供時間 

① 受付時間：8:00 から 20:00 365 日 

② 対応時間：8:00 から 20:00 365 日 

 

(2) 保守内容 

① 当社、利用者及び当社が指定する事業者からの総合受付窓口 

② 利用者からのソフトウェア、ハードウェアの操作方法等の問い合わせに対する問い

合わせ受付 

③ ハードウェア保守対応またはソフトウェア保守対応に係る一次切り分け 

④ ハードウェア保守対応について、サービスデスクにて対応ができない障害等に対す

る暫定対応及び配下のハードウェア保守サービスチームへのエスカレーション 

⑤ ハードウェア保守対応について、サービスデスクにて対応可能な障害等に対する恒

久対応 

⑥ ソフトウェア保守対応について、当社及び当社が指定する事業者にて組織するソフ

トウェア保守サービスチームへのエスカレーション 

⑦ 問い合わせ一覧管理 

⑧ インシデント一覧管理 

⑨ 機器一覧管理 

 

(3) 保守方法 

① 電話等による対応 

※ 問い合わせ受付及び対応 

※ 電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択 

 

1－2－2 ハードウェア保守 

1－2－2－1 POS 系ハードウェア保守 

受注者は、POS 系ハードウェア保守を提供するものとする。 

なお、内容は以下のとおりとする。 

(1) 保守サービス提供時間 

① 対応時間：8:00 から 20:00 365 日 

(2) 保守内容 

① サービスデスクからエスカレーションを受けた障害に対する当社、利用者及

び当社が指定する事業者への対応 

② 修理及び部品交換による復旧対応 

③ ファームウェア、ドライバ等のアップデート対応 

(3) 保守対象物件 

保守サービスの対象物件は、以下のとおりとする。 
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表 1－2－2－1：POS 系ハードウェア保守の対象物件 

1-1-1 POS レジ本体 

1-1-1-1 物販用 POS レジ 

1-1-1-2 物販用小型 POS レジ 

1-1-1-3 レストラン用 POS レジ 

1-1-2 POS レジ用各種オプション 

1-1-2-1 カスタマーディスプレイ(FLD タイプ) 

1-1-2-2 客面表示機(ディスプレイタイプ) 

1-1-2-3 硬貨自動釣銭機 

1-1-2-4 紙幣自動釣銭機 

1-1-2-5 紙幣ドロワ 

1-1-2-6 予備銭、金券用キャッシュドロワ 

1-1-2-7 キャッシュドロワ 

1-1-2-8 小型キャッシュドロワ 

1-1-2-9 レジスキャナ(ハンディ型) 

1-1-2-10 レジスキャナ(据置型) 

1-1-2-11 POS 用キッチンプリンタ 

1-1-3 レストランオーダリング 

1-1-3-1 レストラン用ハンディターミナル 

1-1-3-2 レストラン用ハンディターミナル・バッテリチャージャー 

1-1-3-3 レストラン用オーダリングシステムコントローラ 

1-1-3-4 レストラン用キッチンプリンタ 

1-1-3-5 レストラン用キッチンディスプレイ 

 

(4) 保守方法 

① 電話等による対応 

電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択し対応す

るものとする。 

N 環境配下の設置場所のみ、受注者の環境からリモート保守用ソフトによる

対応を可能とする。 

② オンサイト保守 

原則、使用者へのオンサイト保守の連絡から 4 時間以内に技術者が設置場

所において対応が可能となる保守サービス体制を保持するものとする。 

POS レジ用各種オプション及びレストランオーダリングにおいて、代替品を先

に設置拠点に送り、後で故障品引き取って修理する保守が可能であれば、

当日または翌日に代替品を発送する。ただし、配送費用は受注者が負担す

るものとする。（以下、先出しセンドバック対応という。） 
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転用禁止 転用禁止 

1－2－2－2 券売機系ハードウェア保守 

受注者は、券売機系ハードウェア保守を提供するものとする。 

なお、保守サービスの内容は以下のとおりとする。 

(1) 保守サービス提供時間 

① 対応時間：8:00 から 20:00 365 日 

(2) 保守内容 

① サービスデスクからエスカレーションを受けた障害に対する当社、利用者及

び当社が指定する事業者への対応 

② 修理及び部品交換による復旧対応 

③ ファームウェア、ドライバ等のアップデート対応 

(3) 保守対象物件 

保守サービスの対象物件は、以下のとおりとする。 

 

表 1－2－2－2：券売機系ハードウェア保守の対象 

1-1-4 券売機本体 

1-1-4-1 ボタン式券売機（高額紙幣非対応） 

1-1-4-2 ボタン式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

1-1-4-3 ボタン式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

1-1-4-4 タッチパネル式券売機（高額紙幣非対応） 

1-1-4-5 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 簡易還流式） 

1-1-4-6 タッチパネル式券売機（高額紙幣対応 大容量還流式） 

1-1-5 券売機用各種オプション 

1-1-5-1 売切れコントローラ(売切れ装置) 

1-1-5-2 券売機用キッチンディスプレイ 

1-1-5-3 売切れコントローラ用プリンタ 

1-1-5-4 券売機用キッチンプリンタ 

 

(4) 保守方法 

① 電話等による対応 

電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択し対応

するものとする。 

② オンサイト保守 

原則、使用者へのオンサイト保守の連絡から 4 時間以内に技術者が設置場

所において対応が可能となる保守サービス体制を保持するものとする。 

券売機用各種オプションにおいて、代替品を先に設置拠点に送り、後で故

障品を引き取って修理する保守が可能であれば、当日または翌日に代替品

を発送する。ただし、配送費用は受注者が負担するものとする。（以下、先出

しセンドバック対応という。） 
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転用禁止 転用禁止 

1－2－2－3 ハンディ系ハードウェア保守 

受注者は、検品・棚卸用ハンディ系ハードウェア保守を提供するものとする。 

なお、保守サービスの内容は以下のとおりとする。 

(1) 保守サービス提供時間 

① 対応時間：受注者の営業時間 平日 

(2) 保守内容 

① サービスデスクからエスカレーションを受けた障害に対する当社、利用者及

び当社が指定する事業者への対応 

② 修理及び部品交換による復旧対応 

③ ファームウェア、ドライバ等のアップデート対応 

(3) 保守対象物件 

保守サービスの対象物件は、以下のとおりとする。 

 

表 1－2－2－3：検品・棚卸用ハンディ系ハードウェア保守の対象 

1-1-6 検品・棚卸用ハンディターミナル本体 

1-1-6-1 検品・棚卸用ハンディターミナル 

1-1-7 検品・棚卸用ハンディターミナルオプション 

1-1-7-1 検品・棚卸用ハンディターミナル用バッテリーチャージャー 

1-1-7-2 検品・棚卸用ハンディターミナル用プリンタ 

 

(4) 保守方法 

① 電話等による対応 

電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択し対応

する。 

先出しセンドバック対応を可能とするものとする。 

 

1－2－2－4 ラベルプリンタ系ハードウェア保守 

受注者は、ラベルプリンタ系ハードウェア保守を提供するものとする。 

なお、保守サービスの内容は以下のとおりとする。 

 

(1) 保守サービス提供時間 

① 対応時間：受注者の営業時間 平日 

 

(2) 保守内容 

① サービスデスクからエスカレーションを受けた障害に対する当社、利用者及

び当社が指定する事業者への対応 

② 修理及び部品交換による復旧対応 

③ ファームウェア、ドライバ等のアップデート対応 

 

(3) 保守対象物件 

保守サービスの対象物件は、以下のとおりとする。 

 

表 1－2－2－4：ラペルプリンタ系ハードウェア保守の対象 

1-1-8 ラベルプリンタ 

1-1-8-1 ラベルプリンタ 
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転用禁止 転用禁止 

(4) 保守方法 

① 電話等による対応 

電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択し対応

する。 

先出しセンドバック対応を可能とするものとする。 

 

1－2－2－5 ネットワーク系保守 

受注者は、ネットワーク系保守を提供するものとする。 

なお、内容は以下のとおりとする。 

(1) 保守サービス提供時間 

① 対応時間：8:00 から 20:00 365 日 

(2) 保守内容 

① サービスデスクからエスカレーションを受けた障害に対する当社、利用者及

び当社が指定する事業者への対応 

② 設置場所での修理及び部品交換による復旧対応 

③ ファームウェア、ドライバ等のアップデート対応 

(3) 保守対象物件 

保守サービスの対象物件は、以下のとおりとする。 

 

表 1－2－2－5：ネットワーク系保守の対象物件 

1-1-9 ネットワーク機器 

1-1-9-1 L2 インテリジェントスイッチ 8 ポート 

1-1-9-2 L2 インテリジェントスイッチ 24 ポート 

1-1-9-3 L2 ノンインテリジェントスイッチ 8 ポート 

1-1-9-4 L2 ノンインテリジェントスイッチ 16 ポート 

1-1-9-5 L2 ノンインテリジェントスイッチ 24 ポート 

 

(4) 保守方法 

① リモート保守 

電話、FAX、メールより、受注者が対応可能な方法を一つ以上選択し対応す

る。 

N 環境配下の設置場所のみ、受注者の環境からリモート保守用ソフトによる

対応を可能とする。 

② オンサイト保守 

原則、使用者へのオンサイト保守の連絡から 4 時間以内に技術者が設置場

所において対応が可能となる保守サービス体制を保持するものとする。 
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転用禁止 転用禁止 

1－3 保守サービスにおける留意事項 

1－3－1 業務継続 優先の原則 

(1) 保守サービスを提供する際、受注者は店舗の業務継続を 優先に考慮するものとする。

店舗の業務継続とは、POS 等機器による顧客へのサービス提供業務及び使用者の店

舗運営業務を指す。 

(2) 受注者は、保守サービスの提供により、あらかじめ業務継続レベルを低下させない措

置を講じるものとする。 

(3) 業務継続レベルが低下する事象が発生した場合、受注者は保守サービスの提供によ

り、迅速に通常の業務継続レベルに戻すものとする。 

 
1－3－2 作業実績報告 

(1) 受注者は、保守サービスを実施した際には、保守サービス実施報告書（様式自由）を

作成するものとする。 

(2) 毎月 10 日（10 日が土日祝日の場合は、翌平日）までに、その前月に作成した保守サ

ービス実施報告書を取りまとめて当社に提出するものとする。ただし、長期休暇により

指定日の報告が困難である場合は、当社に事前に承諾を得たうえで、別途報告日を

設定し報告するものとする。 

 

1－3－3 資料のメンテナンス 

(1) 保守サービスを実施し、設置場所における POS 等機器の構成等が変更となる場合、受

注者は関連する資料のメンテナンスを実施し、当社に報告するものとする。 

(2) メンテナンス実施対象の資料は以下のとおりとする。 

・LAN 回線等の設置場所の図面 

・LAN 回線等設計書 

・機器構成図 

・機器台帳 

 

1－3－4 保守・運営・機能向上等に関する各種支援 

(1) 受注者は、リース期間中に、ハードウェア及びソフトウェアについて機能強化（バージョ

ンアップ等）を当社が必要と認めた場合には、動作検証、導入及び設定方法について

支援を行うものとする。 

(2) リース期間中に当社の都合により、ハードウェア等の移設を行う場合は、受注者は移設

の方法や設定内容の変更事項、移設後の動作検証等について支援を行うものとする。 

(3) 受注者は、故障が予見される事象を発見した場合には、予防保守（部品交換等）につ

いて当社に提案するものとする。 

(4) 運用上問題となる不具合を修正したモジュールを全設置場所および大量の設置場所

へ配布する場合、受注者は、事前にその配布方法を当社へ提示のうえ、当社が承諾

後、設置場所への展開を行うものとする。 

 

1－3－5 部品交換時の情報消去 

(1) ハードディスク等の記憶装置を交換し、受注者が引き取る場合は、故障した装置に記

録されている情報を復元不可能な状態になるまで完全に消去し、消去証明書（様式自

由）を提出するものとする。 

(2) 情報を完全に消去することが不可能である場合は、物理的に破壊または破砕し、破壊

証明書（様式自由）を提出するものとする。 
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転用禁止 転用禁止 

1－3－6 ハードディスク等の記憶装置交換時の対応 

(1) ハードディスク等の記憶装置交換作業は保守の対象に含むものとする。 

(2) 交換作業に際して、必要となるデータバックアップは受注者が行うものとし、交換後は

交換前と同様の状態に回復したうえで、POS 等機器の利用ができるようにするものとす

る。 

 

1－3－7 定期保守 

(1) 受注者は、1 つの設置場所毎に年 1 回定期保守を実施することとし、POS 等機器の点

検、清掃、ログの採取を行うこととする。 

(2) 定期保守を行う際には、定期保守作業日から 1 ヵ月前までにスケジュールと作業内容

を作成し、当社と協議し、了承を得たうえで実施するものとする。 

(3) 定期保守を行う際には、パソコンに保存されている電子ジャーナルを保存媒体（DVD-

R）にバックアップすること。保存媒体は受注者が負担するものとし、手順については当

社へ提示のうえ、当社の承諾を得たうえで、作業を実施するものとする。 

 

1－3－8 消耗品 

(1) 本調達における消耗品の定義は以下とする。 

・ロールペーパー 

・ラベル等の用紙類 

・バッテリ 

（POS レジ用、レストラン用ハンディターミナル、検品・棚卸用ハンディターミナル、ラベ

ルプリンタ用） 

・HDD、SSD（eMMC 含む）、USB メモリ等の補助記憶装置類 

(2) 受注者は、保守期間中、使用者からの消耗品の注文に対し、直接販売又は代理店販

売を問わず、速やかに適正な価格で使用者に提供できる体制を整備するものとする。 

(3) すべての消耗品の品名、型名、単価を一覧にし、当社に提出するものとする。 

 

1－3－9 リモート保守 

(1) 受注者のリモート保守は、当社が別途指定する場所から行うことができるものとする。 

(2) 受注者がリモート保守を行うにあたっては、当社が別途指示する様式により書類を提出

のうえ、当社の承諾を得るものとする。 

(3) リモート保守を行う者は、当社が承認した特定の者とし、任意の者が代行で行うことは

できないものとする。 

(4) リモート保守のパソコンを使用する者は、当社へ事前登録を行うものとする。 

(5) リモート保守を承諾した者の変更を行う場合には、受注者は 2 週間前までに当社に報

告及び変更手続きを行うものとする。 

 

1－3－10 部品等の提供 

(1) 受注者は、ハードウェア保守部品及び増設機器の供給、消耗品の供給、ならびにソフ

トウェア修正・パッチの提供を令和 8 年 3 月 31 日まで行うものとする。 

(2) 再リース、再々リース時においては、それぞれのリースが完了するまで提供を行うものと

する。 
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転用禁止 転用禁止 

1－3－11 ソフトウェア保守のナレッジ蓄積と活用 

(1) ソフトウェア保守サービスの提供は受注者の保守サービス提供対象外であるが、受注

者はハードウェア保守対応またはソフトウェア保守対応に係る一次切り分けを通してソ

フトウェア保守サービスのナレッジの蓄積に努めるものする。 

(2) サービスデスクにおいて、蓄積したソフトウェア保守のナレッジを活用した暫定対応、ま

たは恒久対応を提供し、インシデント対応の応答時間短縮に努めるものとする。 

 

1－3－12 状態復元について 

(1) ハードウェア障害時に部品交換等により OS、アプリケーションの再インストールが必要

になる場合、受注者がインストール手順書等に基づき実施し、使用者が障害の直前に

取得したバックアップデータの状態まで復元するものとする。 

 

1－3－13 ユーザ登録 

(1) 受注者は、ユーザ登録に掛かる諸手続きを当社に代わって行うものとする。なおプリイ

ンストールされたソフトウェアについても同様とする。 

(2) ユーザ登録に必要な情報は当社より提供するものとする。 

 

1－3－14 通常使用以外の障害に係るハードウェア保守 

(1) ハードウェア保守について、通常使用以外の障害（落下、破損、水濡れ、天災など）は、

保守範疇外とする。 

(2) ハードウェア保守について、通常使用以外の障害においても、リース契約に付帯される

動産保険で対応可能である場合は、その旨を当社に報告したうえで、対応するものす

る。 


