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 JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果 

 目標とする適合レベルおよび対応度 

JIS規格(日本工業規格)「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及

びサービス- 第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)のレベルAに準拠およびレベル AA

に準拠 

 

 達成した適合レベルおよび対応度 

JIS規格(日本工業規格)「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及

びサービス- 第3部:ウェブコンテンツ」(JIS X 8341-3:2016)のレベルAに準拠およびレベル AA

に準拠 

 

 ウェブページ一式の範囲 

http://www.pacifico.co.jp/ドメイン配下においてコンテンツマネジメントシステム（CMS）機能を

用いたウェブページ 

 

ただし、2018年度は次のページを対象外とし、アクセシビリティの対応は 2019年度以降とします。 

・http://www.pacifico.co.jp/english/ 

 

下記項目については、対象外とする。 

・PDFなどの添付ファイル 

・インライン表示する外部サービス動画ファイル（地図情報や動画・音声コンテンツ） 

 

 ウェブページの選択方法 

JIS X 8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法

を用い 40ページを選択。 

 

 試験を行ったページのURLリスト 

 

NO 検証対象URL ページタイトル 

1 http://deve-pacifico.infocms.jp/ 来場者の方へ 

2 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/96/Default.aspx ログイン 

3 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/204/Default.aspx 会議センター 

4 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/208/Default.aspx ヨコハマ グランド インタ

ーコンチネンタル ホテル 

5 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/233/Default.aspx 観光・宿泊ガイド 

6 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/371/Default.aspx ベイブリッジカフェテリア

からのお知らせ 

7 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/237/Default.aspx 駐車場のご案内 

8 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/238/Default.aspx 主催者の方へ 

9 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/269/Default.aspx 会議センター2F（小会議室） 

http://deve-pacifico.infocms.jp/
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/96/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/204/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/208/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/233/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/371/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/237/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/238/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/269/Default.aspx
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10 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/362/Default.aspx アネックスホール 

11 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/389/Default.aspx 施設ダウンロード書類リス

ト 

12 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/323/Default.aspx パシフィコ横浜とは 

13 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/325/Default.aspx 企業理念 

14 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/342/Default.aspx お知らせ 

15 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/344/Default.aspx 広報誌『PACIFICO』配布場所

一覧 

16 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/356/Default.aspx FAQ（よくある質問） 

17 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/627/Default.aspx CSRの取り組み 

18 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/353/Default.aspx サイトマップ 

19 http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/629/Default.aspx 

 

第 11 回みなとみらい大盆踊

り 

20 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/facilities/exhibition/tabid/285

/Default.aspx 

展示ホール 

21 http://deve-

pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/attimo/tabid/223/Def

ault.aspx 

リストランテ アッティモ 

22 http://deve-

pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/tearoom/tabid/226/De

fault.aspx 

パシフィコティールーム 

23 http://deve-

pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/seveneleven/tabi

d/213/Default.aspx 

セブン-イレブン 

24 http://deve-

pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/wifi/tabid/218/De

fault.aspx 

Wi-Fi・インターネット 

25 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/guidance/merit/tabid/240/Def

ault.aspx 

パシフィコ横浜の魅力  

26 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/guidance/rules/tabid/242/Def

ault.aspx 

ご利用案内  

27 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/guidance/case_study/tabid/24

4/Default.aspx 

活用事例  

http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/362/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/389/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/323/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/325/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/342/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/344/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/356/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/627/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/353/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/629/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/tabid/629/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/facilities/exhibition/tabid/285/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/facilities/exhibition/tabid/285/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/facilities/exhibition/tabid/285/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/attimo/tabid/223/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/attimo/tabid/223/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/attimo/tabid/223/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/tearoom/tabid/226/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/tearoom/tabid/226/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/gourmet/tearoom/tabid/226/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/seveneleven/tabid/213/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/seveneleven/tabid/213/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/seveneleven/tabid/213/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/wifi/tabid/218/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/wifi/tabid/218/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/visitor/shop_service/wifi/tabid/218/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/merit/tabid/240/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/merit/tabid/240/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/merit/tabid/240/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/rules/tabid/242/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/rules/tabid/242/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/rules/tabid/242/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/case_study/tabid/244/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/case_study/tabid/244/Default.aspx
http://deve-pacifico.infocms.jp/planner/guidance/case_study/tabid/244/Default.aspx
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28 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/facilities/tabid/247/Default.as

px 

施設紹介  

29 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/service/tabid/293/Default.asp

x 

サポートメニュー  

30 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/party_catering/tabid/294/Def

ault.aspx 

パーティー・ケータリング  

31 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/party_catering/lunchbox/tabi

d/296/Default.aspx 

お弁当  

32 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/outside/tabid/299/Default.as

px 

屋外ご利用の方へ  

33 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/outside/pukari/tabid/302/Def

ault.aspx 

ぷかりさん橋係留利用 

34 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/filming/tabid/303/Default.asp

x 

商業撮影 

35 http://deve-

pacifico.infocms.jp/planner/ad/tabid/308/Default.aspx 

広告掲出 

36 http://deve-

pacifico.infocms.jp/pacifico/about_us/corpmark/tabid/326

/Default.aspx 

コーポレート・マーク 

37 http://deve-

pacifico.infocms.jp/pacifico/about_us/achievement/tabid/

327/Default.aspx 

開催実績 

38 http://deve-

pacifico.infocms.jp/pacifico/about_us/artwork/tabid/328/

Default.aspx 

アートワーク紹介 

39 http://deve-

pacifico.infocms.jp/pacifico/approach/cs/tabid/338/Defaul

t.aspx 

お客様満足（CS）向上活動  

40 http://deve-

pacifico.infocms.jp/pacifico/press/release/tabid/341/Defau

lt.aspx 

プレスリリース 

 

 

 依存したウェブコンテンツ技術 

HTML5、CSS3.0、Javascript 
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 達成基準チェックリスト 

細分箇条 達成基準 等級 適用 適合 

1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 A 適用 適合 

1.2.1 音声だけ及び映像だけ（収録済み）の達成基準 A - - 

1.2.2 キャプション（収録済み）の達成基準 A - - 

1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ（収録

済み）の達成基準 

A - - 

1.2.4 キャプション（ライブ）の達成基準 AA - - 

1.2.5 音声解説（収録済み）の達成基準 AA - - 

1.3.1 情報及び関係性の達成基準 A 適用 適合 

1.3.2 意味のある順序の達成基準 A 適用 適合 

1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 A 適用 適合 

1.4.1 色の使用の達成基準 A 適用 適合 

1.4.2 音声の制御の達成基準 A 適用 適合 

1.4.3 コントラスト（最低限レベル）の達成基準 AA 適用 適合 

1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 AA 適用 適合 

1.4.5 文字画像の達成基準 AA 適用 適合 

2.1.1 キーボードの達成基準 A 適用 適合 

2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 A 適用 適合 

2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 A - - 

2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 A - - 

2.3.1 3回の閃光又は閾値以下の達成基準 A - - 

2.4.1 ブロックスキップの達成基準 A 適用 適合 

2.4.2 ページタイトルの達成基準 A 適用 適合 

2.4.3 フォーカス順序の達成基準 A 適用 適合 

2.4.4 リンクの目的（コンテキスト内）の達成基準 A 適用 適合 

2.4.5 複数の手段の達成基準 AA 適用 適合 

2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 AA 適用 適合 

2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 AA 適用 適合 

3.1.1 ページの言語の達成基準 A 適用 適合 

3.1.2 一部分の言語の達成基準 AA 適用 適合 

3.2.1 フォーカス時の達成基準 A 適用 適合 

3.2.2 入力時の達成基準 A 適用 適合 

3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 AA 適用 適合 

3.2.4 一貫した識別性の達成基準 AA 適用 適合 

3.3.1 エラーの特定の達成基準 A 適用 適合 

3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 A 適用 適合 

3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 AA 適用 適合 

3.3.4 エラー回避（法的,金融及びデータ）の達成基準 AA 適用 適合 

4.1.1 構文解析の達成基準 A 適用 適合 

4.1.2 名前（name）,役割（role）及び値（value）の達成基

準 

A 適用 適合 
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 試験実施期間 

2018年10月15日～2018年10月31日 

 

 

 試験に使用したチェックツールの名称及びバージョン 

miChecker Ver. 2.0 

カラー・コントラスト・アナライザー 2013J 

 

 


