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1.この文書の目的 

 

本書は、ピットタッチ・プラス（以下Plus）を使用して、Webサーバを構築するための技

術的仕様について、まとめたドキュメントです。 

前提として、Webサーバの知識、FeliCaの基本的知識がある方を対象としています。 

FeliCaに関する質問、サポートは一切できませんので、ご了承ください。 

 

 ※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カード技術方式です。 

 

ネットワーク・ランプ・音など設定に関しては、ピットタッチ・プラス付属のマニュアル

をご参照ください。 

 

2.概要 

 

Plusは、HTTP/HTTPSを使用して、FeliCaを検出したことをWebサーバへ通知します。そ

の後、サーバからの応答で、Plusのコマンドを指定することができます。 

上記は、勤怠・入退管理モード、ケータイサーバアクセスモードの時に有効になります。 

 

 

Firm Version 1.20 からサーバの応答でステータスランプの変更ができるようになりました。

以前のFirmをご利用で指定されてもエラーになりますので、ご利用の場合は、PlusのFirmバ

ージョンをご確認の上、1.20 以前の場合は、必ず、PlusのFirmを更新してからご利用くださ

い。 

 

■サーバによるステータス指示について 

 サーバ応答により切り替えることのできるステータスは、設定「ステータス切り替え」

に依存します。例えば設定が「ステータス 1～2」の場合、サーバ応答で指定可能なステー

タスは 1 または 2 となります。この場合、ステータス 3 または 4 を指定されると無視され

ます。 
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3.ケータイサーバアクセスモード 

 

Plusにおサイフケータイをかざした時、サーバに各種情報を通知します。 

また、サーバからPlusに対して、ブラウザ起動やトルカ/auケータイクーポンの配布など

のコマンドを発行することができます。 

 

■前提条件 

Plus側で、送信先サーバ、パス名、ポート番号が正しく設定されていること。 

Webサーバで、HTTP/HTTPSが受け取れること。 

 

3.1 送信（Plus→Webサーバ） 

  

 Plusの設定でGET/POSTを変更することができます。 

  また、設定により、送られて来るパラメータが異なります。 

  

 ■端末ID 

 Plusに設定してある端末ID 

 

パラメータ名 tid 

パラメータ値 端末ID 1-8 バイト 英数文字 

 

 ■FeliCa ID 

 かざしたFeliCaのID 

 Plusの設定「FeliCa ID送信」が「送信しない」以外の場合のみ付加します 

「暗号化せずに送信」は、そのままの値を 

「暗号化して送信」MD5 のハッシュ値を付加します。 

 

パラメータ名 idm 

パラメータ値 FeliCa ID文字列／FeliCa IDのMD5 ハッシュ値 

16 バイト固定 16 進数字(大文字)のみ 

 

 ■時刻情報 

 かざした時の Plus の時刻 

 

パラメータ名 tim 

パラメータ値 YYYYMMDDhhmmss 

14 バイト固定 ASCII 10 進数字のみ 

YYYY：西暦 4 桁(2007, etc.) 

MM：月,2 桁,01-12 

DD：日,2 桁,01-31 

hh：時,2 桁,00-23 

mm：分,2 桁,00-59 

ss：秒,2 桁,00-59 
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■FeliCa 種別 

 かざされた FeliCa の種別 

 Plus の設定「自動判別」が「自動判別する」の場合 00、11～22 を判別、 

「自動判別しない」の場合 00～02 を判別します 

 

パラメータ名 typ 

パラメータ値 2 バイト固定 ASCII 16 進数字のみ 

00：非モバイル FeliCa 

01：端末(自動判別無し、モバイル FeliCa 1.0) 

02：端末(自動判別無し、モバイル FeliCa 2.0) 

11：NTT ドコモ端末(モバイル FeliCa 1.0) 

12：NTT ドコモ端末(モバイル FeliCa 2.0) 

21：その他端末(モバイル FeliCa 1.0) 

22：その他端末(モバイルFeliCa 2.0) 

 

 ■ステータス 

 ステータスの値 

 Plusの設定「ステータス切替」が「使用しない」以外の場合のみ付加します 

 

パラメータ名 sts 

パラメータ値 2 バイト固定 ASCII 16 進数字のみ 

01：ステータス 1 

02：ステータス 2 

03：ステータス 3 

04：ステータス 4 

 

ステータスの値は、下図のように本体のステータスランプが点灯している位置で

決まり、左から順に「01」「02」「03」「04」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■送信例 

 

例） GETですべてのパラメータが送られる場合、URLQuery に以下の情報がはいります。 

 

 tid=PT1000&idm=0123456789ABCDEF&tim=20070821132148&typ=00&sts=03 

 

例） POST でステータスパラメータ以外が送られる場合、以下のような request がきます。 
 

 ヘッダ情報.... 

(CRLF) 

 tid=PT1000&idm=0123456789ABCDEF&tim=20070821132148&typ=02 
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3.2 受信（Webサーバ→Plus） 

 

 以下の条件で、レスポンスを返してください。 

 

 ・HTTP StatusCode：200 

 ・ContentType：text/plain;charset=Shift_JIS 

 ・下記のフォーマットに従ってBody部を記述 

 

 かざされたFeliCaが対応する機能を持つおサイフケータイのときのみ機能実行が 

成功します。機能の実行は成功応答でのみ指示可能です。 

機能の実行が成功した場合、または失敗応答を受信した場合、サーバから通知された 

音声の再生、ステータスランプの点滅パターン変更、ステータス切り替えを行います。

もし、有効な音声、ランプパターン、ステータスが通知されない場合は何もしません。 

 

【注意】 

Bodyは、PlainTextで記述してしてください。HTMLで記述した場合はエラーになります。 

必ず 1 行 1 項目で記述し、１項目は [データ名]=[内容]のテキストとなるように 

レスポンスを返してください。 
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■ブラウザ起動 

 おサイフケータイをブラウザ起動させたい場合に使用します。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00：成功 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

実行機能ID fnc 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

おサイフケータイで実行する

機能 

02：ブラウザ起動 

URL url 最大184バイト可変 

URL使用可能文字 

必須・空欄可 

ブラウザ起動実行時に通知す

るURL 

メッセージ msg 最大184バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可・改行コード可

ブラウザ起動実行時にケータ

イに表示するメッセージ au

ケータイクーポンのタイト

ル・内容にも使用 

※改行コード可の項目で改行を入れる場合は「\r\n」としてください。 

※URLとメッセージの合計が 184 バイト以内となるようにしてください。 

 

 例） 

 res=00 

 snd=0001 

 lmp=01 

 fnc=02 

 url=http://www.bug.co.jp/i/ 

 msg=BUGのホームページ\r\nぜひｱｸｾｽを!! 
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■トルカ配布 

 トルカを配布したい場合に使用します。 

 NTTドコモのケータイ以外は、移動機側でエラーor無視されます。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00：成功 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

実行機能ID fnc 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

おサイフケータイで実行す

る機能 

01：トルカ配布 

URL url 最大172バイト可変 

URL使用可能文字 

必須・空欄可 

トルカ配布実行時に通知す

るURL 

トルカデータ1 dt1 最大40バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可 

トルカのデータ１に相当 

タイトルなど 

トルカデータ2 dt2 最大100バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可・改行コード可

トルカのデータ２に相当 

説明文など 

トルカデータ3 dt3 最大20バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可 

トルカのデータ３に相当 

場所など 

トルカアイコン ico 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

トルカアイコン 

※改行コード可の項目で改行を入れる場合は「\r\n」としてください 

 

 

 トルカデータ 1～3、URLの合計が 173 バイト以内となるように 

してください 

 

 例） 

 res=00 

 snd=0002 

 lmp=01 

 fnc=01 

 url= http://www.bug.co.jp/i/pitt_detail.trc 

 dt1=ﾋﾟｯﾄﾀｯﾁ・ﾌﾟﾗｽ 

 dt2=ﾋﾟｯﾄﾀｯﾁ・ﾌﾟﾗｽはﾄﾙｶｸｰﾎﾟﾝの配信にも対応しています。 

 dt3=ﾄﾙｶ対応 

 ico=004b 
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 ■メーラ起動 

 メーラを起動させたい場合に使用します。 

 NTTドコモのケータイでは、移動機側でエラーor無視されます。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00：成功 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

実行機能ID fnc 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

おサイフケータイで実行する

機能 

03：メーラ起動 

メッセージ msg 最大32バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可・改行コード可

メーラ起動実行時にケータイ

に表示するメッセージ 

宛先メールアドレス toa 最大40バイト可変 

ASCII 

必須・空欄可 

宛先のメールアドレス 

複数の場合は、「,」で区切る

Ccメールアドレス cca 最大40バイト可変 

ASCII 

必須・空欄可 

ccのメールアドレス 

複数の場合は、「,」で区切る

メール件名 sub 最大40バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可 

メール件名 

メール本文 bdy 最大98バイト可変 

SJIS 

必須・空欄可・改行コード可

メール本文 

※改行コード可の項目で改行を入れる場合は「\r\n」としてください 

 

メッセージ、宛先メールアドレス、ccメールアドレス、メール件名、メール本文の 

合計が 178 バイト以内となるようにしてください 

 

 例） 

 res=00 

 snd=0001 

 lmp=01 

 fnc=03 

 msg=BUGへのご意見 

 toa= pittouch@bug.co.jp,hoge@hoge.com 

 cca= 

 sub= BUGへのご意見 

 bdy= 
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 ■実行機能なし 

 おサイフケータイで特に機能を実行させたくない場合に使用します。 

 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00：成功 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

実行機能ID fnc 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

おサイフケータイで実行す

る機能 

00：実行なし 

 

 例） 

 res=00 

 snd=0001 

 lmp=01 

 fnc=00 

 

■失敗応答 

 何らかのエラーを示した場合に使用します。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00以外：失敗 

失敗時の値の意味はユーザー

に依存 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

 

 例） 

 res=99 

 snd=0004 

 lmp=02 
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3.3 サンプルソース 

 

3.3.1 Servletの場合 

以下に、Servletで記述したときの簡単なサンプルを記します。 

 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

 throws ServletException, IOException 

{ 

 // 返信を作成する 

 response.setContentType("text/plain;charset=Shift_JIS"); 

 PrintWriter out = 

  new PrintWriter(new OutputStreamWriter(response.getOutputStream())); 

 

 StringBuffer buf = new StringBuffer(); 

 

 // 通知された全てのパラメータ名・値を見る 

 // Enumeration en = request.getParameterNames(); 

 // while (en.hasMoreElements()) 

 // { 

 //  String pName = (String)en.nextElement(); 

 //  System.out.println(pName + ":" + request.getParameter(pName)); 

 // } 

  

 // パラメータ・端末情報 

 String termInfo = request.getParameter("tid"); 

 // パラメータ・カード情報を取る 

 String cardInfo = request.getParameter("idm"); 

 // パラメータ・時刻情報 

 String timeInfo = request.getParameter("tim"); 

 // パラメータ・FeliCa種別 

 String feliCaInfo = request.getParameter("typ"); 

 // パラメータ・ステータス 

 String status = request.getParameter("sts"); 

 

 // ここで、通知された情報を元に処理、返信を作成する 

 if (feliCaInfo != null) 

 { 

  if (feliCaInfo.equals("00")) 

  { 

   // モバイルFeliCa以外は、成功ランプパターン、 

// OK音 1 を鳴らす 

   buf.append("res=00"); 

   buf.append("\nlmp=01"); 

   buf.append("\nsnd=0001"); 

  } 

  else 

  { 

   // モバイルFeliCaは、WebToを通知し、 

// 成功ランプパターン、OK音 2 を鳴らす 

   buf.append("res=00"); 

   buf.append("\nlmp=01"); 

   buf.append("\nsnd=0002"); 
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   buf.append("\nfnc=02"); 

   buf.append("\nurl=http://www.bug.co.jp/i"); 

   buf.append("\nmsg=BUGのホームページ\\r\\nぜひｱｸｾｽを!!"); 

  } 

 } 

 else 

 { 

  // FeliCa種別がなければ、エラーランプパターン、エラー音 1 を鳴らす 

  buf.append("res=99"); 

  buf.append("\nlmp=02"); 

  buf.append("\nsnd=0004"); 

 } 

  

 // 返答を返す 

 out.print(buf.toString()); 

 out.close(); 

} 
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3.3.2 VB.NETの場合 

以下に、VB.NETで記述したときの簡単なサンプルを記します。 

 

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)  

Handles MyBase.Load 

    ' ページを初期化するユーザー コードをここに挿入します。 

    If Request.RequestType = "POST" Then 

        ' リクエストタイプがPostの場合、Postの処理を行う 

        DoPost() 

    End If 

 

End Sub 

 

Private Sub DoPost() 

 

    ' 返信を作成する 

    Response.ContentType = "text/plain" 

    Response.Charset = "Shift_JIS" 

 

    ' パラメータ・端末情報の取得 

    Dim termInfo As String = Request.Form.Get("tid") 

    ' パラメータ・カード情報の取得 

    Dim cardInfo As String = Request.Form.Get("idm") 

    ' パラメータ・時刻情報の取得 

    Dim timeInfo As String = Request.Form.Get("tim") 

    ' パラメータ・FeliCa種別の取得 

    Dim feliCaInfo As String = Request.Form.Get("typ") 

    ' パラメータ・ステータスの取得 

    Dim status As String = Request.Form.Get("sts") 

 

    If (feliCaInfo <> "") Then 

        If (feliCaInfo.Equals("00")) Then 

            ' モバイルFeliCa以外は、成功ランプパターン 

            ' OK音1を鳴らす 

            Response.Write("res=00") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("lmp=01") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("snd=0001") 

        Else 

            ' モバイルFeliCaは、WebToを通知し、 

            ' 成功ランプパターン、OK音2を鳴らす 

            Response.Write("res=00") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("lmp=01") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("snd=0002") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("fnc=02") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("url=http://www.bug.co.jp/i") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 
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            Dim str As String = "msg=BUGのホームページ\r\nぜひアクセスを!!" 

Dim st As System.Text.Encoding =System.Text.Encoding.GetEncoding("Shift_JIS") 

Dim bytes As Byte() = st.GetBytes(str)  

Response.BinaryWrite(bytes) 

        End If 

    Else 

        ' FeliCa種別がなければ、エラーランプパターン、エラー音1を鳴らす 

        Response.Write("res=99") 

        Response.Write(ControlChars.Lf) 

        Response.Write("lmp=02") 

        Response.Write(ControlChars.Lf) 

        Response.Write("snd=0004") 

    End If 

    ' 返答を返す 

    Response.End() 

 

End Sub 
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4.勤怠・入退管理モード 

 

勤怠管理や入退出管理用のモードで、PlusにFeliCaカード・おサイフケータイをかざした

時、サーバに各種情報を通知します。 

また、サーバからPlusに対して、ランプ・音声のパターン、ステータスを指示することが

できます。 

  

■前提条件 

Plus側で、送信先サーバ、パス名、ポート番号が正しく設定されていること。 

Webサーバで、HTTP/HTTPSが受け取れること。 

 

4.1 送信（PLus→Webサーバ） 

 

 Plusの設定でGET/POSTを変更することができます。 

  また、設定により、送られて来るパラメータが異なります。 

  

 ■端末ID 

 Plusに設定してある端末ID 

 

パラメータ名 tid 

パラメータ値 端末ID 1-8 バイト ASCII文字 

 

 ■FeliCa ID 

 かざしたFeliCaのID 

 Plusの設定「FeliCa ID送信」が「送信しない」以外の場合のみ付加します 

「暗号化せずに送信」は、そのままの値を 

「暗号化して送信」MD5 のハッシュ値を付加します。 

 

パラメータ名 idm 

パラメータ値 FeliCa ID文字列／FeliCa IDのMD5 ハッシュ値 

16 バイト固定 ASCII 16 進数字のみ 

 

 ■時刻情報 

 かざした時の Plus の時刻 

 

パラメータ名 tim 

パラメータ値 YYYYMMDDhhmmss 

14 バイト固定 ASCII 10 進数字のみ 

YYYY：西暦 4 桁(2007, etc.) 

MM：月,2 桁,01-12 

DD：日,2 桁,01-31 

hh：時,2 桁,00-23 

mm：分,2 桁,00-59 

ss：秒,2 桁,00-59 

 

  



 

ピットタッチ・プラス 

サーバー送受信仕様書 15/23 

 ■ステータス 

 ステータスの値 

 Plusの設定「ステータス切替」が「使用しない」以外の場合のみ付加します 

 

パラメータ名 sts 

パラメータ値 2 バイト固定 ASCII 16 進数字のみ 

01：ステータス 1 

02：ステータス 2 

03：ステータス 3 

04：ステータス 4 

 

ステータスの値は、下図のように本体のステータスランプが点灯している位置で

決まり、左から順に「01」「02」「03」「04」になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■送信例 

 

例） GETですべてのパラメータが送られる場合、URLQuery に以下の情報がはいります。 

 

 tid=PT1000&idm=0123456789ABCDEF&tim=20070821132148&sts=01 

 

例） POST ですべてのパラメータが送られる場合、以下のような request がきます。 
 

 ヘッダ情報.... 

(CRLF) 

 tid=PT1000&idm=0123456789ABCDEF&tim=20070821132148&sts=01 
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4.2 受信（Webサーバ→Plus） 

 

 以下の条件で、レスポンスを返してください。 

 

 ・HTTP StatusCode：200 

 ・ContentType：text/plain;charset=Shift_JIS 

 ・下記のフォーマットに従ってBody部を記述 

 

 成功応答、または失敗応答を受信した場合、サーバから通知された音声の再生、 

ステータスランプの点滅パターン変更、ステータス切り替えを行います。 

もし、有効な音声、ランプパターン、ステータスが通知されない場合は何もしません。 

 

また、必ず 1 行 1 項目で記述し、１項目は [データ名]=[内容]のテキストとなるように 

レスポンスを返してください。 

 

【注意】 

Bodyは、PlainTextで記述してしてください。HTMLで記述して場合はエラーになります。 

 

 ■成功応答 

 サーバでの処理が成功した場合に使用します。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす

00：成功 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

 

 

 例） 

 res=00 

 snd=0001 

 lmp=01 
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■失敗応答 

 何らかのエラーを示した場合に使用します。 

 

タイトル データ名 フォーマット 内容 

リザルトコード res 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

必須 

結果コードをあらわす 

00以外：失敗 

失敗時の値の意味はユーザ

ーに依存 

音声番号 snd 4バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusで再生する音声 

詳細は、5章を参照 

ランプ点滅パターンID lmp 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Plusでのランプ 

詳細は、5章を参照 

ステータス変更 sts 2バイト固定 

ASCII 16進数字 

オプション 

Firm Version 1.20より対応

01:ステータス1 

02:ステータス2 

03:ステータス3 

04:ステータス4 

 

 例） 

 res=99 

 snd=0004 

 lmp=02 
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4.3 サンプルソース 
 

4.3.1 Servletの場合 

以下に、Servletで記述したときの簡単なサンプルを記します。 

 

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

 throws ServletException, IOException 

{ 

 // 返信を作成する 

 response.setContentType("text/plain;charset=Shift_JIS"); 

 PrintWriter out = 

  new PrintWriter(new OutputStreamWriter(response.getOutputStream())); 

 

 StringBuffer buf = new StringBuffer(); 

 

 // 通知された全てのパラメータ名・値を見る 

 // Enumeration en = request.getParameterNames(); 

 // while (en.hasMoreElements()) 

 // { 

 //  String pName = (String)en.nextElement(); 

 //  System.out.println(pName + ":" + request.getParameter(pName)); 

 // } 

  

 // パラメータ・端末情報 

 String termInfo = request.getParameter("tid"); 

 // パラメータ・カード情報を取る 

 String cardInfo = request.getParameter("idm"); 

 // パラメータ・時刻情報 

 String timeInfo = request.getParameter("tim"); 

 // パラメータ・FeliCa種別 

 String feliCaInfo = request.getParameter("typ"); 

 // パラメータ・ステータス 

 String status = request.getParameter("sts"); 

 

 // ここで、通知された情報を元に処理、返信を作成する 

 if (status != null) 

 { 

  if (status.equals("01")) 

  { 

   // ステータス 1 を「出勤」として、 

// 成功ランプパターン、「おはようございます」音声を鳴らす 

   buf.append("res=00"); 

   buf.append("\nlmp=01"); 

   buf.append("\nsnd=0013"); 

 

   // 出勤処理を行う 

  } 

  else if (status.equals("02")) 

  { 

   // ステータス 2 を「退勤」として、 

// 成功ランプパターン、「おつかれさまでした」音声を鳴らす 

   buf.append("res=00"); 
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   buf.append("\nlmp=01"); 

   buf.append("\nsnd=0015"); 

 

   // 退勤処理を行う 

  } 

  else 

  { 

  // その他をエラーと、エラーランプパターン、エラー音 1 を鳴らす 

   buf.append("res=99"); 

   buf.append("\nlmp=02"); 

   buf.append("\nsnd=0004"); 

  } 

 } 

 

 // 返答を返す 

 out.print(buf.toString()); 

 out.close(); 

} 
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4.3.2 VB.NETの場合 

以下に、VB.NETで記述したときの簡単なサンプルを記します。 

 

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)  

Handles MyBase.Load 

    ' ページを初期化するユーザー コードをここに挿入します。 

    If Request.RequestType = "POST" Then 

        ' リクエストタイプがPostの場合、Postの処理を行う 

        DoPost() 

    End If 

 

End Sub 

 

Private Sub DoPost() 

 

    ' 返信を作成する 

    Response.ContentType = "text/plain" 

    Response.Charset = "Shift_JIS" 

 

    ' パラメータ・端末情報の取得 

    Dim termInfo As String = Request.Form.Get("tid") 

    ' パラメータ・カード情報の取得 

    Dim cardInfo As String = Request.Form.Get("idm") 

    ' パラメータ・時刻情報の取得 

    Dim timeInfo As String = Request.Form.Get("tim") 

    ' パラメータ・FeliCa種別の取得 

    Dim feliCaInfo As String = Request.Form.Get("typ") 

    ' パラメータ・ステータスの取得 

    Dim status As String = Request.Form.Get("sts") 

 

    If (status <> "") Then 

        If (status.Equals("01")) Then 

            ' ステータス１を［出勤］として、 

            ' 成功ランプパターン、「おはようございます」音声を鳴らす 

            Response.Write("res=00") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("lmp=01") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("snd=0013") 

 

            ' 出勤処理を行う 

 

        ElseIf (status.Equals("02")) Then 

            ' ステータス２を［退勤］として、 

            ' 成功ランプパターン、「おつかれさまでした」を鳴らす 

            Response.Write("res=00") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("lmp=01") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("snd=0015") 

 

            ' 退勤処理を行う 



 

ピットタッチ・プラス 

サーバー送受信仕様書 21/23 

 

        Else 

            ' その他をエラーとして、 

            ' エラーランプパターン、エラー音１を鳴らす 

            Response.Write("res=99") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("lmp=02") 

            Response.Write(ControlChars.Lf) 

            Response.Write("snd=0004") 

        End If 

    End If 

    ' 返答を返す 

    Response.End() 

 

End Sub
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5.ランプ点滅パターンと再生音声 

 

■ランプ点滅パターン 

 サーバからPlusに対して指示出来るランプ点滅パターンは、以下の通りです。 

 

ID タイトル 詳細 

00 点灯なし ランプは何も点灯しない 

01 成功 全ランプが緑色で 2 秒間点滅 

02 エラー 全ランプが赤色で 2 秒間点滅 

 

■音声番号 

 サーバからPlusに対して指示出来る再生音声は、以下の通りです。 

再生音声の設定方法は、Plus付属のマニュアルを参照下さい。 

 

設定ページでの表記 効果音ID 備考 

なし 0000 再生なし（消音） 

標準音001 0001 プリセット音声 

標準音002 0002 プリセット音声 

：  

標準音080 0080 プリセット音声 

なし 1000 再生なし（消音） 

ユーザ設定音001 1001 ユーザ設定音声 

ユーザ設定音002 1002 ユーザ設定音声 

：  

ユーザ設定音020 1020 ユーザ設定音声 

 

 標準音については、以下の通り 

 

標準音声 主な使用用途 

0001 成功音 1 

0002 成功音 2 

0003 成功音 3 

0004 失敗音 1 

0005 失敗音 2 

0006 失敗音 3 

0007 トルカ取得音 1 

0008 トルカ取得音 2 

0009 有難うございます 

0010 クーポンのご利用、有難うございます 

0011 ご確認下さい 

0012 使用できません 

0013 おはようございます 

0014 お帰りなさい 

0015 お疲れ様でした 

0016 いってらっしゃい 

0017 こんにちは 

0018 さようなら 

0019 登録がありません 

0020 出勤です 

0021 退勤です 
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0022 外出です 

0023 戻りです 

0024 エラーです 

0025 ステータスエラーです 

0026 ファームウェアの起動音 

027-50 予約 

051 ピー(トーン) 

052 ピ(トーン) 

053 ピピ(トーン) 

054 ピピピ(トーン) 

055-80 予約 

 

 

 

6.BFR-400/401 ピットタッチ・カードパッケージとの見分け方 

 

HTTPヘッダ中のHTTP_USER_AGENTに違いがありますので、それで見分ける事ができま

す。 

 

  

BFR-400/401 

ピットタッチ カードパッケージ 

BFR-410 

ピットタッチ・プラス 

HTTP_USER_AGENT 

 

 

Cente HTTPc1.0 

 

 

PitTouchPlus_Standard/X.XX 

 
X.XXは、バージョン番号 

 

 

 

7.注意事項・免責事項 

 

・本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製、改変などをすることは、 

固くお断りします。  

・本書に記載された仕様、その他の内容については、予告なしに変更することがあります。 

・本書に記載された事項を元にお客様が作成したプログラム・仕様書などについて発生し

た、いかなる損害も当社は一切の責任を負いません。 
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