
 

仕 様 書 

 

 

１ 件 名 

本社３階食堂決済システム用機器等のリース 

 

２ 賃貸借物件及び台数 

ICカードチャージ機 1台 

POSレジ   1台 

セルフ決済端末  8台 

管理用 PC   1台 

 

３ 契約期間 

平成 28年３月 14日から平成 32年３月 13日まで 

    

４ 納入時期 

平成 28年３月 14日から正常に使用できるように納入し、かつ据付調整を行うこと。 

 

５ 納品（設置）場所 

〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目５０番地１ ３階 横濱ポートクラブ 

設置場所 種別／数量 

食堂入口 ICカードチャージ機 1台 

喫茶売店コーナー POSレジ 1台 （管理用 PCも設置できること） 

食堂（カフェテリア方式） セルフ決済端末 8台 

管理事務所 管理用 PC 1台 

 

６ 設置要件 

（１）前項の設置場所における当該機器の床上配線工事は作業範囲とする。 

（２）電源の増設、天井裏等の LAN配線及び共用部の設備工事は対象外とする。 

（３）既存機器の撤去工事は対象外とする。 

（４）リース終了時の撤去工事は作業範囲とする。 

 ７ IC カード 

職員証及びゲスト用 IC カード（FeliCaカード）のフォーマットについては、食堂決済向

けのエリアを使用することとし、IC カードフォーマットが製品の標準仕様に合わない場合は、

汎用エリアの暗号化領域を割り当てることとする。 

なお、職員証及びゲスト用の IC カードの調達は対象外とする。 



 

８ 機器仕様 

（１） IC カードチャージ機 

① 入出金 

(ア) 発注者が指定する IC フォーマットの職員証及びゲストカードを利用可能とするこ

と。 

(イ) 千円、２千円、５千円及び１万円の券種での現金チャージができること。 

(ウ) １０円、５０円、１００円及び５００円の硬貨での入金及び返金ができること。 

(エ) 一時利用者向けのゲストカードの新規発行及び返金時の回収ができること。 

(オ) ポケット式の IC カードリーダーにかざして現金チャージができること。 

(カ) IC カード（FeliCa カード）の残高を確認する機能を有すること。 

(キ) 現金チャージの限度額を設定できること。 

② マスタ管理／システム設定 

(ア) 職員証及びゲストカードのフォーマットの管理ができること。 

(イ) 取引できる時間帯の設定が行えること。 

(ウ) 紛失・盗難のカードはブラックカードとして使用の停止ができること。 

(エ) ブラックカードの登録内容の確認と解除ができること。 

(オ) 電源切りの際にブラックカードマスタが配信されてもＰＣ起動時に再取得ができる

こと。 

③ メンテナンス管理 

(ア) 取引データ等をバックアップできること。（保有期間 2 ヵ月） 

(イ) 取引内容をジャーナルに保管できること。 

(ウ) 容易に設定画面に遷移できないようパスワード等で制御できること。 

(エ) ネットワークが切断されても、ローカルで運用が継続できること。（最大 2 カ月） 

(オ) 取引履歴、操作ログを閲覧し、外部媒体に出力できること。 

④ 実績管理 

(ア) 取引データを管理用 PC へ送信できること。 

(イ) IC カードチャージ機で締め処理が行え、レポートのアウトプットができること。 

(ウ) 締め処理は手動と自動（時間指定）の機能を有すること。 

(エ) 現金の整合性チェック（現金精査）ができること。 

（２） POS レジ 

① 売上処理 

(ア) カード内の決済フラグを読み取り、IC プリペイド決済を行えること。 

(イ) プリペイド決済の残高が不足になった際は、残高不足エラーとする。 

(ウ) 有人 POS 装置で現金決済ができること。 

(エ) 有人 POS 装置は、利用者用ディスプレイに、選択している商品情報、合計金額情報、

IC プリペイド決済の残高を表示できること。 

(オ) 必要に応じて会計レシートを出力することができること。 



 

(カ) 商品名を選択しフリーで単価の入力ができること。 

(キ) 一物二価の価格設定が可能なこと。 

(ク) インセンティブ方式等へのカスタマイズが別途対応可能なこと。 

(ケ) 管理用 PC とのネットワーク接続が何らかの異常により切断された場合であっても

会計処理が正常な形で継続できること。 

(コ) 有人 POS 装置において、カードリーダーを増設する際は、右側レーン及び左側レー

ンの売上を指定して操作ができること。 

② 現金チャージ 

(ア) 有人 POS 装置で現金のチャージ及び残高照会ができること。（現行のリライトカー

ド券面の残高表示を目視して残高の移行を可能とするため） 

(イ) プリペイドカードへのチャージにおいては、チャージ限度額を設定できること。 

(ウ) 限度額以上の処理ができないようになっていること。 

③ マスタ管理 

(ア) 有人 POS 装置で最大 300 種類の商品をキーに割り付け使用できること。 

(イ) 管理用 PC で登録した献立データを 1 ヶ月分まで保有できること。 

(ウ) 簡易機能として、有人 POS 装置での商品登録が可能であること。 

(エ) 紛失・盗難のカードはブラックカードとして使用の停止ができること。 

(オ) ブラックカードの登録内容の確認と解除ができること。 

(カ) ネットワーク障害等により管理用 PC との疎通が図れないケースを想定し、外部媒

体による献立データの取り込みや、実績データの出力ができること。 

④ メンテナンス管理 

(ア) 必要なデータをバックアップできること。（保有期間 100 日） 

(イ) 取引内容を電子ジャーナルに保管できること。（保有期間 100 日） 

(ウ) 容易に設定画面に遷移できないようパスワード等で制御できること。 

(エ) ネットワークが切断されても、ローカルで運用が継続できること。（最大 1 ヶ月分） 

(オ) 停電時のデータ保護が行えること。瞬断時の対策が施されていること。 

(カ) データの格納方法として、ミラーリング等のストレージの冗長化を実装し、データ

の保護を行うこと。 

(キ) ネットワークや外部媒体からのウイルス対策が実装されていること。 

⑤ 実績管理 

(ア) 有人 POS 装置で集計（日計・累計）の確認ができること。カテゴリ別、商品別及び

時間帯別の集計ができ、レポートの出力ができること。 

(イ) カード誤精算時の対応として取消ができること。 

(ウ) 締め処理は手動と自動（時間指定）の機能を有すること。 

(エ) 設定により売上の内容を印字したレシートの出力を可能とすること。またレシート

の情報は電子的な保存を可能とし、売上時の出力有無にかかわらず管理用 PC 等で

の閲覧や印字が可能であること。 



 

（３） セルフ決済端末 

① 商品の表示メニューの数は、単品から 10 品まで選択が可能であること。 

② 設定時間により商品の表示メニューを自動で変更ができること。 

③ 設置場所に応じて縦置き、横置きの選択が可能であること。 

④ プリペイド決済において、残高を表示するとともに設定金額で入金を促す画面表示が可

能であること。 

（４） 管理用 PC 

① データ連携 

(ア) 有人 POS 装置及び IC チャージ機とのデータ連携ができること。 

(イ) ブラックカードのデータは、有人 POS 装置及び IC チャージ機へ配信ができること。 

(ウ) IC プリペイドの残高データは、管理用 PC にて一元管理ができること。 

② マスタ管理 

(ア) 有人 POS 装置、セルフ決済端末等の管理が行えること。 

(イ) 各種マスターデータの登録・編集・削除・印刷及び CSV 出力の操作ができること。 

(ウ) メニューの登録・編集・削除ができること。また、定期的に使用するメニューは再

利用が可能なこと。 

(エ) 1 ヶ月先までの献立を登録できること。なお、献立の作成の際は、週次での、同一

メニュー提供や、過去の献立を呼び出して登録・配信ができること。 

(オ) 有人 POS 装置で最大 300 種類の商品をキーに割り付け使用できること。 

(カ) ブラックカードの登録内容の確認と解除ができること。 

③ メンテナンス管理 

(ア) 実績データのバックアップができること。（保有期間 12 ヵ月） 

(イ) 電子ジャーナルの保存・閲覧ができること。（保有期間 7 年） 

(ウ) 各機器（IC カードチャージ機／POS レジ／セルフ決済端末）との疎通確認が容易

にできること。 

(エ) ネットワークや外部媒体からのウイルス対策が実装されていること。 

④ 実績管理 

(ア) 各ロケーションの決済利用額が閲覧及び訂正ができること。（最大 12 ヵ月分） 

(イ) カテゴリ、商品、時間帯及び個人別の集計ができること。（最大 12 ヵ月分） 

(ウ) カテゴリ、商品、時間帯及び個人別のデータ出力ができること。（最大 12 ヵ月分） 

(エ) カード毎のチャージ履歴、購入履歴が参照できること。（最大 12 ヵ月分） 

(オ) チャージ機による取引履歴が閲覧及び帳票出力できること。（最大 12 ヵ月分） 

⑤ 管理用 PC 本体 

(ア) ハードウェア及びソフトウェア 

区分 スペック 

形状 ノート型 

OS Windows7 Professional SP1 



 

(Windows10 Pro ダウングレードモデル) 

オフィス Microsoft Office Home & Business 2016 又は 2013 

セキュリティ Symantec Norton 360 相当以上(4 年分) 

CPU インテル Core i5-4310M プロセッサー 2.70GHz 相

当以上 

メモリ 4GB 以上 

セキュリティチップ TPM が搭載されていること 

ハードドライブ 暗号化機能付き 500GB 以上 

DVD／CD ドライブ DVD スーパーマルチドライブ 対応以上 

ネットワーク 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

IEEE802.11a/b/g/n 準拠 

USB3.0×3 ポート以上 

ディスプレイ 15 型ワイド フル HD 液晶(1,920×1,080)以上 

キーボード及びマウス テンキー付きキーボード(防滴構造) 

光学式ホイール付き USB マウス 

再セットアップ 再セットアップ媒体が添付していること 

本体保証 4 年間翌営業日出張修理 

(イ) データバックアップ用として、500GB以上の暗号化外付けHDDを備え付けること。 

(ウ) 管理用 PC は、引き渡し時点での最新ソフトウェアモジュール等が適用され、食堂

決済システムのソフトウェアがインストールされていること。 

 

９ 製品保守 

（１） 対象は、IC カードチャージ機のみとし他の機器及びソフトウェアはスポット保守とする。 

（２） 保守対応時間は、平日の 9 時から 17 時までとする。 

（３） 交換部品については、IC カードチャージ機に内の金銭識別装置、カード読書装置及び印

字装置の部品代を保守料金に含めるものとする。 

（４） 定期点検については、年間 1 回以上の実施することとする。 

（５） 保守期間については、平成 28 年３月 14 日から平成 32 年３月 31 日までとし、平成 28

年３月 13日以前に機器を搬入する場合は、適切な製品保証が含まれるものとする。 

 

１０ 納入方法 

（１）納入は発注者の指定する場所に行うこと。 

（２）当初設置時に必要な POS レジ用及び IC カードチャージ機用のロール紙等の消耗品、納

入・据付調整及び梱包材処分に要する費用一切については受注者が負担すること。 

（３） 納入・据付時において、使用方法等を発注者の指定する者に対してレクチャーを行うこ

と。 

（４）納入等にかかる一切の作業は、食堂営業時間外に実施すること。 



 

１１ 検査 

発注者の指定する職員が納入品の検査を実施する。納入品の全部または一部に不合格品が

存在した場合には、受注者の負担と責任において、発注者の指定する期日までにその代替品

を納入するものとする。 

 

１２ その他 

（１） 見積価格は月額賃貸料（保守料含む）を記載すること。（ただし、消費税を抜いた金額と

し、当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする）。 

（２） すべて新品であること。 

（３） 受注者は仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた場合には、その都度、発注

者と協議することとする。 

（４） 落札後、当該業務の詳細について、速やかに双方協議を行うこととする。 

 

以 上 


