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   ＜他社商品名、商標等の引用に関する表示＞
    ・EZwebはKDDI株式会社の登録商標です。
    ・FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。
    ・AndroidおよびGoogle Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
    ・Intelは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
    ・Internet Explore、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
    　における登録商標または商標です。
    ・iPad、iPhone、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、
    　アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
    ・iモードは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
    ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
    ・Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
    ・その他記載の会社名、製品名等は、それぞれの会社の商標または登録商標です。



１．サービスの提供者

   本サービスは、株式会社ＫＤＳ（以下「ＫＤＳ」といいます。）が実施します。

２．サービスの対象、内容、及び範囲

   ＫＤＳは、お客様（以下「お客様」といいます。）に対し、以下に示すサービスを
   提供します。

（１）サービス商品名

サービス商品 詳細サービス名称

■携帯便

   アプリケーションサービス概要
   ・ 別紙１に定める機能を別紙２に定める運用基準に基づき提供します。なお、本サービス開始後、お客様の
   　依頼による本サービスの内容、運用基準等の変更及びサービス仕様書に定めの無い事項については、
   　別途見積の上、対応の可否を協議させていただきます。また、その場合の費用については、ＫＤＳの
   　請求に従いお客様に支払っていただくものとします。
   ・作業項目及び責任分担については、別紙３のとおりとします。
   ・最大配信ユーザ数とは、該当月中に配信する帳票種別のうち、配信数が最大となる帳票の１か月間に
   　配信することが可能な最大配信数（最大配信ユーザ数）です。
   ・最大登録ユーザ数とは、退職者など配信対象外を含む登録可能な最大の人数です。

アプリケーションサービス
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３．サービス開始条件
（１）お客様の事前準備等
　本サービス利用にあたり、お客様に実施していただく事項は以下のとおりとします。

■本サービスを利用するためのお客様設備の準備

　
　別紙１で示す閲覧システムを動作させる端末の動作環境は以下のとおりとします（平成28年9月現在）。

項目 内容
パソコンブラウザ Internet Explorer® 7/8/9/10/11

Firefox® 32.0
Safari® 4/5/6.0/7.0
Opera® 10.10

Google ChromeTM 37.0
携帯電話 NTT docomo：ｉモード対応機種(FOMA)

SoftBank：Yahoo!ケータイ対応機種
au：EZweb 対応機種(wap2.0)
WILLCOM：ブラウザ機能がある機種
　上記のうちTLS1.0での通信が可能なもの

スマートフォン iPhone®、iPad®（iOS 4 以降）

AndroidTM（3.0）
　（文字が途中で切れるなどの現象が発生する場合があります。）

AndroidTM（4.0 以降）
※機種に標準インストールされているブラウザが前提となります。

　別紙１で示す管理システムを動作させる端末の動作環境は以下のとおりとします。

項目 内容
パソコンブラウザ Internet Explorer® 7/8/9/10/11
スマートフォン iPhone®、iPad®（iOS 5 以降）

AndroidTM（3.0）
　（文字が途中で切れるなどの現象が発生する場合があります。）

AndroidTM（4.0 以降）
※機種に標準インストールされているブラウザが前提となります。

　別紙１で示す明細一括ダウンロードシステムを動作させる端末の動作環境は以下のとおりとします。

項目 内容
パソコンブラウザ Internet Explorer® 7/8/9/10/11
スマートフォン iPhone®、iPad®（iOS 5 以降）

AndroidTM（3.0）
　（文字が途中で切れるなどの現象が発生する場合があります。）

AndroidTM（4.0 以降）
※機種に標準インストールされているブラウザが前提となります。

　別紙１で示すクライアントプログラムを動作させるパソコンの動作環境は以下のとおりとします。

項目 内容
ＯＳ

Windows® 8(32bit・64bit)、Windows® 8.1(32bit・64bit)
ＣＰＵ
ＲＡＭ
ブラウザ
ディスク空き容量

通信機器

■本サービスを利用するためのインターネット回線の電気通信事業者等との契約、利用料金の負担

■本サービスを利用するためのお客様設備の利用環境設定

■本サービスを利用するためのお客様設備の業務運用

■本サービスを利用するためのemailアドレス及びメールサーバ環境

■本サービスを利用するためのCSVデータファイル

（２） クラウドサービスの開始条件

   ① お客さまが本サービスの提供を受けるには、初期設定サービスが完了していることが必要です。

上記の動作環境をお客様が変更した事に起因し、当サービスが利用できなくなった場合、ＫＤＳは一切責任を負いません。

Internet Explorer® 7以上
100MB以上の空きがあること

ブロードバンドインターネットに接続が可能で、emailアドレスを１つ以上使
用できること

Windows Vista®、Windows® 7(32bit・64bit)、

Ｉｎｔｅｌ® Core i3 2.5GHz以上または相当
2GB以上で、空き領域が512MB程度あること

本サービスを利用するためのパソコンおよびインターネット環境は、お客様に準備いただきます。
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４．サービス提供時間

（１） クラウドサービスの提供時間

   本サービスのサービス提供時間は別紙２に定めるとおりとします。
　

５．ＫＤＳからの提供物

（１）クラウドサービスにおける提供物

ＫＤＳが、当サービスで提供する提供物は以下の通りとします。

提供物 数量 提供予定時期 提供方法 備考

1 開通通知書 1 申込後１０営業日 紙又はPDF

2 マニュアル 1 サービス開始時 ダウンロード ダウンロード回数制限なし

3 サービス連絡事項 不定 逐次 メール 指定のemailアドレスに送付します

   上記のうち提供方法が「ダウンロード」と記載されている場合、お客様にて別途ＫＤＳが指定する
   アドレスよりオペレーションいただくものとします。
   ＫＤＳは、アクセス回線経由後の提供物のデータ及び内容の正確性については、責任を負わないもの
   とします。

６．クライアントプログラムの提供

以下の方法で提供いたします。

名称 数量 提供予定時期 提供方法 備考

1 別紙４に定めるｸﾗｲｱﾝﾄｿﾌﾄｳｪｱ 1 サービス開始時 ダウンロード ダウンロード回数制限なし

   上記のうち提供方法が「ダウンロード」と記載されている場合、お客様にて別途ＫＤＳが指定する
   アドレスよりオペレーションいただくものとします。
   ＫＤＳは、アクセス回線経由後の提供物のデータ及び内容の正確性については、責任を負わないもの
   とします。
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別紙１クラウドサービス サービス機能
１．クラウドサービス機能
「携帯便」は、既設システムから出力された明細データをもとに、携帯電話、パソコン
またはスマートフォンを持つユーザーへ明細を配布するクラウドサービスです。
本サービスでは「閲覧システム」「管理システム」「明細一括ダウンロードシステム」の３つのWebサイトと
明細データをアップロードするためのクライアントプログラムを提供します。
本サービスにてお客様に提供するクラウドサービスの機能は表１のとおりとします。

＜表１＞

項番
機能名 機能概要

1
閲覧システム ユーザー用帳票閲覧システム

2
管理システム 管理者用管理システム

3
明細一括ダウンロードシステム オペレータ用帳票一括ダウンロードシステム

4
クライアントプログラム 管理者、オペレータ用明細CSVファイルアップロードシステム
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 別紙２ 運用基準

項番 内容

1 運用日及び運用時間

通常スケジュール
クラウドサービス提供時間 0：00～24：00（保守作業等のための停止時
間を除く。）

メンテナンス日 随時メールにてご連絡

随時メールにてご連絡

通常スケジュールの変更 文書にて１か月前までにご連絡することとします。

2 パフォーマンス

前提条件 インターネット、携帯電話網の負荷は監視対象外となります。

ベストエフォートサービスにて提供
（最低レスポンス時間を保証するものではありません。）

3 帳票の保存期間

最大24か月分の帳票保存を前提とします。

最大１２か月のアクセスログ、監査ログ保存を前提とします。

4 セキュリティ

ネットワークセキュリティ ＫＤＳ基準に従うこととします。

サーバの物理的安全性 ＫＤＳ基準に従うこととします。

セキュリティ監査 ＫＤＳ基準に従うこととします。

5 アベイラビリティ

障害修復時間
ＫＤＳの営業時間帯に発生した障害は、8時間以内の回復を目標としま
す。

6 システム運用方法

バックアップ方法／サイクル 夜間バッチにて1回/日のバックアップを実施

保持する世代数 取得したバックアップは３世代を保持

項目

性能保障

その他

前提条件
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項番 内容

7 障害対応 別紙２－１の通り対応致します。

8 携帯電話への対応/サポート

本サービスは、携帯キャリア各社より販売される、国内向け仕様の携
帯電話を使用することを前提とし、動作の不具合改善、新規格への対
応を実施します。
※本仕様書でいう携帯電話にはスマートフォンを含みます。

・新機種、新規格によるエージェント情報等変更に伴う不具合の発生
　　⇒　逐次改善対策を実施します（改善の要否はＫＤＳが判断しま
す。)。
・通信、ｈｔｍｌ等の著しい規格変更に伴う問題
　　⇒　影響範囲確定後、対応スケジュールを発表します。

免責事項
携帯電話の機種固有の不具合、または、搭載している証明書、ファー
ムウェア不良等によって発生する不具合に関しては、対応できない場
合があります。

9 問い合わせ対応 別紙５の通り対応致します。

 別紙２－１  【障害発生・回復時の連絡ルート】

 
 

改善サイクル及び対応時期

項目

 

ＫＤＳ  

障害発生連絡（電話又は電子メール・FAX） 
障害検知段階で障害発生の事実を連絡 

 

障害対応状況連絡（電話又は電子メール・FAX） 
障害状況確認時点で、障害切分結果・対応方針・復旧目標時間を連絡 

 

障害回復連絡（電話又は電子メール・FAX） 

障害回復段階で回復した事を報告 

お客様 

※ 障害の内容、時刻によっては、対策の開始が連絡を受けた日の翌日以降となることがあります。 

8/11 V3.7



別紙３ 作業項目及び作業分担

  
 作業項目及び作業分担は下表の通りです。
 

○ ：該当することを示します。

－：該当しない事を示します。

お客様 ＫＤＳ

1 調査 サービス導入調査 サービス利用申込書記載 ○ -

2 クライアントパソコン環境調査 ○ -

3 インターネット接続環境調査 ○ -

4 給与システム出力データ 出力可能なデータの調査 ○ -

5 構築 クラウド環境 クラウド環境構築 - ○

アカウント登録 - ○

6 クライアント環境 クライアントプログラムインストール ○ -

7

設計 運用設計

業務運用設計 ○ -

8
業務障害時運用設計 ○ -

9 設定 給与システム出力データ ユーザマスタCSV出力設定 ○ -

10 明細CSV出力設定 ○ -

11 クラウド環境 管理システム環境設定 ○ -

12 クライアント環境 クライアントプログラム環境設定 ○ -

13 ユーザマスタデータアップロード設定 ○ -

14 明細データアップロード設定 ○ -

15 テスト 運用テスト 運用テスト計画作成 ○ -

16 運用テスト実施 ○ -

17 運用 事前作業 明細書変更に関する告知資料作成/配布 ○ -

18 システム操作方法資料作成/配布 ○ -

19 随時作業 ユーザマスタ登録/更新/削除 ○ -

20 明細データ登録 ○ -

21 クラウド環境 サーバ環境定期メンテナンス - ○

22 最新バージョンの適用 - ○

クラウドサービス

クラウドサービス

初期設定サービス

初期設定サービス

ユーザマスタ更新のタ
イミングや明細データ
登録のタイミング等の
決定

明細データ差し替え時
等の運用方法の決定

担当
項番 フェーズ 分類 作業名 備考

専用用紙提供
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別紙４ サービス提供用 サーバ・クライアントソフトウェア

2017年3月現在
サーバソフトウェア名称 ライセンスの有無 バージョン

携帯便 有り 随時更新

クライアントソフトウェア名称 ライセンスの有無 バージョン

携帯便 有り 随時更新
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 別紙５  連絡方法

１． 連絡方法及び受付時間
No. 連絡方法

1 email

2 電話

3 FAX

上記内容に変更が生じた場合、書面にてお客様にご連絡するものとします。
なお、ＫＤＳ営業日については、別途ＫＤＳから通知するものとします。

２．お取扱いするお問い合わせ内容

1 障害問合せ

2 技術問合せ 運用上必要となる技術的なご質問　（業務運用やオペレーション等に関する問合せを含む）

受付時間
２４時間受付
・ お問い合わせメールを受けた後、お問い合わせ内容に関する調査を実施後に回答、対策案等の説明のため
　連絡を取ります。
・ ＫＤＳ営業時間外のお問い合わせに対する回答は、翌営業日になります。
・ お問い合わせをいただいた内容によっては、回答までにお時間を頂いただく場合があります。
・ お客様連絡窓口宛にemail又は電話で回答を行います。

ＫＤＳ営業時間内（ＫＤＳ営業日の9:00～12:00、13:00～17:00)
・ お問い合わせを受けた後、一旦電話を切りお問い合わせ内容に関する調査を実施後に回答、対策案等の
　説明のため連絡を取ります。
・ お問い合わせをいただいた内容によっては回答までにお時間を頂いただく場合があります。
・ 障害発生時の連絡方法については別紙２－１の通り対応致します。

２４時間受付
・ お問い合わせFAXを受けた後、お問い合わせ内容に関する調査を実施後に回答、対策案等の説明のため
　連絡を取ります。
・ ＫＤＳ営業時間外のお問い合わせに対する回答は翌営業日になります。
・ お問い合わせをいただいた内容によっては回答までにお時間を頂く場合があります。
・ 担当者宛に電話又はFAXで回答を行います。

サービスの停止、不具合に関するお問合せ
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