
＊1 「BIP」は帳票システムの開発、運用を効率化するためのPFU製ソフトウェアです。
＊2 動作対象のサーバOSは担当営業までお問い合わせください。
＊3 KIOSK SERVICE PLATFORM エミュレータの活用により、MEDIASTAFF本体が無くても、パソコン上でアプリケーション開発が可能です。
＊4 MEDIASTAFFに搭載されているI/O装置を制御できるHTML、C#、VB.NETの各サンプルテンプレートを提供。コマンドインターフェースの効率的な理解を手助けします。
＊5 本開発ガイドブックには、KIOSK SERVICE PLATFORMのセットアップ手順（簡単導入が可能）や詳細な使用方法に加えて、業務アプリケーションの構築方法についても記載してあります。
＊6 提供機能として、トラブル復旧方法を示したガイダンス、自動電源制御、端末情報管理、カード装置クリーニング、用紙管理、操作ログ確認などを用意しています。
＊7 コマンドインターフェースとして、Webアプリケーション（HTML）及びWindowsアプリケーション（C#、VB.NET）に対応しています。

商　品　一　覧

KIOSK SERVICE PLATFORM
ランタイム

BIP＊1ランタイム for 
KIOSK SERVICE PLATFORM

BIP Web サーバ for 
KIOSK SERVICE PLATFORM

非接触ICカード for 
KIOSK SERVICE PLATFORM

リモート管理ライセンス for 
KIOSK SERVICE PLATFORM

KIOSK SERVICE PLATFORM
開発キット

端末に標準搭載
（無償）

端末毎

端末毎

MEDIASTAFFによるサービス運用に必要な基本機能
運用管理機能＊6、I/O制御コマンド＊7、運用制御コマンド＊7、ブラウザ機能（ブラウザ
印刷機能含む）、運用管理機能操作マニュアル

○

TM2モデル

○

MC2モデル

対応機種
商品概要必要ライセンス商品名

ー
（サーバ商品）

＊2

※リモート管理を制御するためのサーバ機器＊2が必要になります。
詳細につきましては担当営業までご相談ください。

※開発用ライセンスとしてソニー株式会社製のSDKを購入する必要があります。
※詳細は担当営業にお問い合わせください。

MEDIASTAFFアプリケーション開発時に必要な機能一式
KIOSK SERVICE PLATFORM エミュレータ＊3、サンプルテンプレート＊4、KIOSK 
SERVICE PLATFORM ランタイム、開発ガイドブック＊5
※印刷機能としてBIPを利用する場合、帳票定義の作成が必要となるため、別途「BIP 10 デザイナ
   サポートセット」の購入が必要です。
※詳細は担当営業にお問い合わせください。

サーバCPU毎

MEDIASTAFF専用
アプリケーション開発・運用支援ミドルウェア

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
※Windows、Windows Server、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
※MEDIASTAFFは、株式会社PFUの登録商標です。  
※その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

2022年11月 MK-034 NKS-00K1仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

■北海道オフィス
■東北オフィス
■北陸オフィス

☎（011）242-2212
☎（050）3786-2204
☎（050）3819-9160

■東海オフィス
■関西オフィス
■九州オフィス

☎（052）202-0871
☎（06）6152-8153
☎（050）3819-9180

https://www.pfu.ricoh.com/kiosk/

お問い合わせ先

■横浜本社
〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス ☎（045）305-6000

WebサーバまたはMEDIASTAFFに設定した帳票定義を使った印刷機能
帳票定義活用により、きめ細かい印刷処理が可能となります。

Webサーバを利用した印刷機能
Webサーバで帳票定義を共有して運用する場合に必要な帳票定義管理ツールです。

MEDIASTAFFの運用状態をリモート監視するために必要な機能一式
構成情報管理、状態管理、統計情報表示、メンテナンス情報表示、稼働監視、サービス
監視、一括アップデート、ログ管理

○ ○

○ ○

○ ○

○ ×端末毎

開発者毎

■ 利用者の操作ログから稼働状態をグラフ化し、
端末の利用状況を把握。

■ セルフサービス(無人端末）でも、
サービス停止の兆候を素早く検知。

■ 用紙切れ間近などのアラームを事前に通知、
サービス停止時間を短縮。

■ 一括アップデートで、障害対応と新サービス提供が可能。

リモート管理機能（リモート管理ライセンス）

情報KIOSKの稼働時間やI/O装置の使用回数
など、統計情報を表示

情報KIOSKの各種構成要素の状態（正常・
警告・異常）やI/O装置を交換した時期を管理

端末の状況を把握、リモート管理ができます。

●無人運用のため、どのような稼働状態なのか
目で見て確認することができない…

●その場に誰もいないので故障の連絡ができない…

●故障時に遠隔地から状態を確認するのが大変…
●故障にならないように適切な点検やメンテナンスをしたいが、
タイミングが分からない…

こんなことでお困りではありませんか？

KIOSK SERVICE PLATFORM

非接触ICカード読み込み・書き込み制御機能
NFCリーダライタ（FeliCa™規格準拠）から、カードや携帯電話内データの読み込み、
書き込みができます。



カード挿入
動作イメージ

<html>
  <head>
    <title>カード挿入画面</title>
    <script language="javascript">
    <!--
    // 磁気カードの受付
    function cardinsert()
    {
      //磁気カード受付開始
      window.external.KSPIdCard.Start();
    }
　　// 磁気カードエンコードデータの取得
    function KSPIdCardRead(jis2,jis11,jis12)
    {
      document.fm.jis2.value = jis2;　 // JIS2データ
      document.fm.jis11.value = jis11; // JIS1-1データ
      document.fm.jis12.value = jis12; // JIS1-2データ
      fm.submit();　// 次の画面へ遷移
    }
     -->

この1行で、磁気カード装置
が受付開始状態になります。

磁気カードが挿入
されると、本メソッド
が呼び出されます。

「KIOSK SERVICE PLATFORM」により、
短期間でのサービス提供や
開発効率向上、リモート管理機能等、
KIOSK導入のトータルコスト削減に貢献します。

「MEDIASTAFF」を利用した
サービスの構築が、短期間・低コストで実現。

開発からサービス運用までをトータルサポートする
MEDIASTAFF専用ミドルウェア

MEDIASTAFF
TM2 モデル
スリムスタンドタイプ

MEDIASTAFF
TM2 モデル
拡張スタンドタイプ

MEDIASTAFF
TM2 モデル
卓上タイプ

情報KIOSKは誰でも簡単に利用できることが重要ですが、一般的なKIOSK
アプリケーションは、シンプルでわかりやすい画面表示や操作性、I/O装置や
エラー発生時の制御、運用・管理機能（Windows操作レス）の作り込みなど、
通常のアプリケーション開発よりもはるかに難しいと言われています。
本ミドルウェアではI/O装置やエラー発生時の制御、運用・管理機能の作り
込みが不要、全体の開発範囲を５０%に削減＊1。することができます。その結果、
開発者は業務アプリケーション開発に注力でき、開発効率が向上します。

業務アプリケーションの開発範囲が
50％削減＊1で開発効率向上と低コスト化を実現。

運用上必要な機能をあらかじめご用意。

業務アプリケーション開発に際し、
Webアプリケーション（HTMLベース）及び
Windowsアプリケーション（C#、VB.NET）に対応。

特別なノウハウは不要。
誰でもKIOSKアプリケーションが開発可能。

サーバ
システム

リモート
管理

Web系/
クラサバ系

多彩な
I/O装置を
サポート

MEDIASTAFF MEDIASTAFF

【個別にアプリケーションを構築した場合】 【本ミドルウェアを活用した場合】

お客様アプリケーション お客様アプリケーション

KIOSK SERVICE PLATFORM

…

制御制御

運用管理機能

エラー画面

ログ出力

業務アプリケーション 業務アプリケーション

●搭載I/O毎の制御やその割込み制御

●ログ出力機能

●エラー発生時の振舞い

●運用管理機能など…

＊１ 当社実績による　＊２ I/O装置はモデル毎で搭載条件が異なります

KIOSK

搭載I/O毎の制御やその割込み制御

ログ出力機能

● ラ 発生時の振舞い

制御制御

運用管理

エラー

ログ出

業務アプリケーション

理機能

ー画面

出力

●搭

●

運用上必要な機能をあらかじめご用意。

KIOSK SERVICE PLATFORMに
組込み（開発不要）

二次元
バーコード
リーダ

サーマル
プリンタ

磁気カード
リーダ

NFCリーダ
ライタ

二次元
バーコード
リーダ

サーマル
プリンタ

磁気カード
リーダ

NFCリーダ
ライタ

Windows®

MEDIASTAFF基本ソフトウェア

Windows®

MEDIASTAFF基本ソフトウェア
各種
ログ

＊２

提供機能の活用で
開発範囲が
50％削減＊１！

MEDIASTAFF本体が無くても、パソコン上で業務アプリケー
ションの開発が可能。I/O装置の疑似環境を提供し、本ミドル
ウェアのコマンドから業務アプリケーションに対して、実機同様
の復帰・応答テストができます。
＊運用開始前には実機での確認が必要になります。

エミュレータ機能

I/O装置を利用するために、ひな形として活用できるHTML/C#/
VB.NETの各サンプルテンプレートを提供。音声案内や動作
イメージ動画も連動します。

サンプルテンプレート提供

開発者支援機能（開発キット）

HTMLベースで簡単にI/O装置の制御が可能なコマンドを用意。
開発者は業務アプリケーションの開発に注力できます。

Webアプリケーション制御

カード挿入・読込ソース例

開発からサービス運用に必要な機能一式をパッケージ化

運用管理機能

用紙切れやカードジャムなどのトラブル復旧方法を示したガイダンス
の提供や、自動電源制御機能、操作ログの確認など、運用・メンテ
ナンスに必要な機能を搭載。また、一般管理者、管理責任者、保守員
の各権限に応じて利用可能な機能が制限できます。

運用管理機能の体系

ガイダンス画面

＊搭載I/Oや利用者権限により表示されるメニューは異なります。本図記載の機能は一例です。 

お客様作成プログラム

暗証番号変更

呼び出しパターン変更

詰まり（カード、用紙等）対処

音量調整

端末電源切断

端末再起動

サービス休止

サービス終了

ログ収集

ソフトウェア更新

時刻設定

端末固有情報

端末環境設定

用紙交換方法

入金機クリーニング

磁気カードリーダクリーニング

セキュリティ管理

業務メンテナンス

自動運転スケジュール

運用管理

操作履歴

ガイダンス

用紙管理

端末情報管理

運用管理

装置クリーニング




