
資料１４　一般エリア什器・備品等リスト

① 事業者が調達する什器・備品等
No. 品名 数量 規格等 参考（想定品） 用途 保管場所

1 片袖机 6 4段袖　幅：1,000mm/奥行き：700mm/高さ：700mm程度 オカムラ　SD-Vシリーズ DS14VL-ML76　片袖机 4段袖 市・都事務用 市事務室

2 両袖机 1 両袖　幅：1,600mm/奥行き：700mm/高さ：700mm程度 オカムラ　SD-Vシリーズ DS01VB-ML76　両袖机 左3段袖・A4ファイル2段 右4段袖 所長用 市事務室

3 肘掛椅子 7 キャスター付　方袖机・両袖机に適合する程度 イトーキ　プレーゴチェア　KZ-446CG-T2T3 市・都事務用 市事務室

4 脇机 6 3段　幅:400mm / 奥行:700mm / 高さ:700mm程度 オカムラ　SD-Vシリーズ DS32VI-MB51　3段袖A4ファイル2段 市・都事務用 市事務室

5 ミーティング机 1 幅:750mm / 奥行:750mm / 高さ:700mm　程度 コクヨ　BT-310 市・都・所長用 市事務室

6 折りたたみ椅子 4 ミーティング机に適合する程度 ジョインテックス　FO-19M 市・都・所長用 市事務室

7 金庫 1 ダイヤル式　JIS耐火性能2時間　TS15　幅：544mm/奥行き：533mm/高さ：417mm程度 LION　ＳＫＪ－２０Ｓ 公印保管用 市事務室

8 ワゴン 1 キャスター・天板付ファイルワゴン2段　幅：600mm/奥行き：400mm/高さ：900mm程度 ジョインテックス　BD-02T 歳出・歳入簿 市事務室

9 ファイリングキャビネット　小 1 引き出し３段　幅：900mm/奥行き：450mm/高さ：1,050mm程度 コクヨ　EDIA(エディア)シリーズ BWU-L3A59SF1N 所長用 市事務室

10 ファイリングキャビネット　大 1 両開き扉＋引き出し３段＋ホワイトボード（罫線入り）　幅：3,600mm/奥行き：450mm/高さ：2,100mm程度 コクヨ　EDIA(エディア)シリーズ BB-U459W　4連錠付き 市・都事務用 市事務室

11 マップケース 1 2段　引き出し型2台+ベース　A2サイズ図面　幅:728mm/奥行き：520mm/高さ：925mm程度 コクヨ マップケース A2用 MC-A2F1 センター図面等保管用 市事務室

12 キャビネット 1 クリアキャビネットA4　3列9段　幅：900mm/奥行き：450mm/高さ：1,050mm程度 コクヨ　EDIA(エディア)シリーズ　BWU-PA249SAWN 文具 市事務室

13 ラック 2 No16.17プリンタ用　幅：600mm/奥行き：600mm/高さ：700mm程度 ナカバヤシ　プリンタラック　RPX-61 市・都・所長用 市事務室

14 テレビ受像機 1 地上デジタル放送対応　24V型 SONY　W450Eシリーズ 市・都・所長用 市事務室

15 ビデオディスクレコーダー 1 ブルーレイディスクレコーダー　500GB容量 SONY　BDZ-ZW550 市・都・所長用 市事務室

16 物置き台 1 テレビスタンド　No24.25に適合する程度 市・都・所長用 市事務室

17 冷蔵庫 1 冷蔵・冷凍機能あり MR-CX27D 市事務・所長用 市事務室　給湯室

18 会議用テーブル 14 幅:1800mm / 奥行:600mm / 高さ:720mm　程度 コクヨ　KT-PJ1401 試食会・研修・会議用 会議室

19 会議用椅子 40 会議用テーブルに適合する程度 コクヨ　CK-M720 試食会・研修・会議用 会議室

20 オーバーヘッドプロジエクター 1 輝度：4,000ルーメン程度　解像度WXGA（16：10）　コントラスト比　15,000：1程度　スピーカー内蔵 EPSON　EB-U42 試食会・研修・会議用 会議室

21 スクリーン 1 No29.オーバーヘッドプロジェクター用　吊下　自立式　要検討 試食会・研修・会議用 会議室

22 プロジェクター台 1 No29.オーバーヘッドプロジェクター用　点板　高さ調整機構付き サンワサプライ　PR-5 試食会・研修・会議用 会議室

23 アンプ 1 ワイヤレスアンプ　　幅：298mm/奥行き：220mm/高さ：460mm程度 TOA　WA-2800SC 試食会・研修・会議用 会議室

24 チューナーユニット 1 No32適合品 TOA　WTU-1820 試食会・研修・会議用 会議室

25 マイクロホン 2 No32適合品　ハンド型 TOA　WM-1220 試食会・研修・会議用 会議室

26 電子レンジ 1 解凍機能付き パナソニック　NE-E22A1 市・都・所長用 市事務室　給湯室

27 複写機 1 FAX回線1　無線通信用モジュール含　EPnet-BOX type W2、3Gnet-BOX 現行機：富士ゼロックスV3070　現行回線：ソフトバンク　おとくライン 市・都・所長用 市事務室

28 電話機 4 電話回線2　受話器（固定）：2　受話器（コードレス）：2　要調整 現行回線：ソフトバンク　おとくライン、Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ　αＧＸシリーズ 市・都・所長用 市事務室

29 ごみ箱 7 方袖机及び両袖机に適合する程度 コクヨ　イレ-60M 市・都・所長用 市事務室

30 ごみ箱 2 容量12L　ペダルボックス　材質：ステンレス テラモト　DS-238-512-0 市・都・所長用 市事務室　給湯室

31 時計 2 温室度カレンダー機能付き電波時計 シチズン　４FY618-019 市・都・所長用 市事務室 会議室

32 台車 1 折りたたみ機構付き　展開時、幅：400mm/奥行き：600mm/高さ：820mm程度 ナンシン　コンパクトキャリー　CC211K 市・都・所長用 倉庫

33 脚立 1 梯子兼用　4段程度　展開時、展開時、幅：522mm/奥行き：847mm/高さ：1100mm程度 ピカコーポレーション　MCX-120 市・都・所長用 倉庫

34 ロッカー 8 男女各4人使用を想定　幅：455mm/奥行き：515mm/高さ：1800mm程度 プラス　LKロッカー　ダイヤル式　LK-13D 市・都・所長用 市事務室　更衣室

35 キーボックス 2 平時使用貸出・スペア保管用　鍵数100本想定　要調整 エースキーボックス CL-100 市・都・所長用 市事務室

36 掃除用具入れ 1 両開き　幅：880mm/奥行き：515mm/高さ：1790mm程度 プラス　No.90N 掃除機等用具入れ 倉庫

37 掃除機 1 集じん方式：紙パック、仕事率680W程度 日立　かるパック CV-PD30 市・都・所長用 倉庫　

38 書棚 3 棚板3枚→計4段　幅：1200mm/奥行き：300mm/高さ：1800mm程度 現行機：セルビング 文書保存箱等 倉庫　

② 市が持ち込む什器・備品等
No. 品名 数量 規格等 参考（想定品） 用途 保管場所

1 タイムレコーダー 1 市指定品　ICタッチ　配線検討 AMANO　SX-100AAL 市事務・所長用 市事務室

2 パーソナルコンピューター 5 市指定品　配線検討　通常3　臨職分2 TOSHIBA　ダイナブックサテライトR35 市事務・所長用 市事務室

3 パーソナルコンピューター 3 市指定品こげら（指導課）ネットワーク用　配線検討 NEC 都事務用 市事務室

4 プリンター 1 市指定品　配線検討 京セラ　ECOSYS　P4040ｄｎ 市事務・所長用 市事務室

5 プリンター 1 市指定品こげら（指導課）ネットワーク用　配線検討 OKI　C8　11ｄｎ 都事務用 市事務室

6 マウス 7 No.14.15用 市・都・所長用 市事務室

7 ONU（オーエヌユー） 2 光ファイバーの通信回線用の機器 NTT貸与品 市・都・所長用 市事務室

8 ルーター 1 PC使用最大想定7台の同時接続が可能である程度 現在機：YAMAHA　RTX1200 市・都・所長用 市事務室

9 ハブ 1 PC使用最大想定7台の同時接続が可能である程度 現在機：ファーストイーサネット・スイッチCentreCOMFS708XL 市・都・所長用 市事務室

10 LANケーブル 7 市指定品 市・都・所長用 市事務室

11 ごみ箱 1 エコボックス　3段　市指定品　文書廃棄用 市・都・所長用 市事務室


