
仕様書 
 
１．件名  放送大学宮城学習センター講義室テーブル等購入 
 
２．調達物品 
 ①平行スタッキングテーブル 
   ・数量  ７７台（幕板付き） 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１２００ ☓ D４５０ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）サイドフォールディングテーブル（折畳み式テーブル）であること。 
   （イ）天板色はミディアムウッド系、本体色はシルバー系とする。 
   （ウ）天板の材質はパーティクルボードにメラミン化粧板貼りで、脚部及び幕

板はスチール製とする。 
   （エ）天板厚さは２５ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。 
   （オ）アジャスター機能付きのナイロン双輪キャスター４個付き（２個はスト

ッパー付き）とする。 
    （カ）スタッキングピッチは１２５ミリ以下で質量は２０㎏以下とする。 
    
 ②平行スタッキングテーブル 
   ・数量  １２台（幕板付き） 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１８００ ☓ D４５０ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）サイドフォールディングテーブル（折畳み式テーブル）であること。 
   （イ）天板色はミディアムウッド系、本体色はシルバー系とする。 
   （ウ）天板の材質はパーティクルボードにメラミン化粧板貼りで、脚部及び幕

板はスチール製とする。 
   （エ）天板厚さは２５ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。 
   （オ）アジャスター機能付きのナイロン双輪キャスター４個付き（２個はスト

ッパー付き）とする。 
   （カ）スタッキングピッチは１２５ミリ以下で質量は３０㎏以下とする。 
 
③スタッキングチェア 

   ・数量  １４７脚 
   ・寸法（単位 mm） 



    W５００～５１０ × D５４０～５６５ × H７７０～８１５   

（SH４３０～４５０） 
   ・詳細仕様 
   （ア）背座は樹脂成型品にメッシュ張りであること。色は黒系とする。 
   （イ）脚はスチールパイプ製のクロムメッキ仕上げとする。 
   （ウ）肘無しとする。 
   （エ）１脚当たりの質量３．７㎏以下であること。 
   （オ）床スタッキングが１５脚以上可能なこと。 
 
 ④両袖机 
   ・数量  ２台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１６００ ☓ D７００ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。 
   （イ）天板は厚さ３０ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色

はホワイト系とする。 
   （ウ）左右引出しの４段はＡ４収納可能とし、上段はペントレー及びセンター

引出し付でオールロック機能付きとする。 
   （エ）引出しはラッチ付きで１つの鍵で施錠・解錠できること。 
   （オ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、

デスク内側に配線受け付きとする。 
⑤片袖机 

   ・数量 １４台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１２００ ☓ D７００ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。 
   （イ）天板は厚さ３０ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色

はホワイト系とする。 
   （ウ）右引出しの２段はＡ４収納可能とし、上段はペントレー及びセンター引

出し付でオールロック機能付きとする。 
   （エ）引出しはラッチ付きで１つの鍵で施錠・解錠できること。 
   （オ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、

デスク内側に配線受け付きとする。 
 



⑥片袖机用机上棚 
   ・数量  ７台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１２００ ☓ D２７５ ☓ H４００ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。 
   （イ）片袖机に取付け金具で固定可能なこと。 
   （ウ）Ａ４ファイルに使用できる棚１枚付きで耐荷重３０㎏以上であること。 
   （エ）机上棚と片袖机の開閉式配線カバーが干渉せずに使用できること。 
   （オ）ブックエンド２枚付きとする。 
 
⑦平机 

   ・数量  １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１８００ ☓ D７００ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。 
   （イ）天板は厚さ３０ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色

はホワイト系とする。 
   （ウ）センター引出しはラッチ付きで１つの鍵で施錠・解錠できること。 
   （エ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、

デスク内側に配線受け付きとする。 
 
⑧平机 

   ・数量 １０台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１６００ ☓ D７００ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体はスチール製で色はホワイト系とする。 
   （イ）天板は厚さ３０ミリ以上で、材質はスチール製にメラミン化粧板貼で色

はホワイト系とする。 
   （ウ）センター引出しはラッチ付きで１つの鍵で施錠・解錠できること。 
   （エ）開閉式配線カバー付きで横方向と対向デスク方向に配線可能な構造で、

デスク内側に配線受け付きとする。 
 
 



⑨電子黒板 
   ・数量  ４台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１９８０ ☓ D６７５ ☓ H１８７４ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体のボード面サイズはＷ１８００×Ｈ９１０で板書面は２面以上とす

る。 
   （イ）ＣＩＳ読み取り形式で横方向シート移動式とする。 
   （ウ）ＬＡＮポート（１００ＢＡＳＥ／ＴＸ）でＰＣ接続可能なこと。 
   （エ）ＵＳＢ２．０ハイスピードインターフェース付きＡ４カラーレーザープ

リンター（３００ＤＰＩ以上）が付属していること。 
 
⑩事務用椅子 

   ・数量   ８台（肘付き） 
   ・数量 ２８台（肘無し） 
   ・寸法（単位 mm） 
    W５７０～５９０ ☓ D５８０～６００ ☓ H８９０～１０００ 
   ・詳細仕様 
   （ア）背は樹脂成型品にポリエステルメッシュ張りとする。 
   （イ）座は樹脂成形品にモールドウレタンクッションに布張りとする。 
   （ウ）座面高さはＨ４００～Ｈ５１０の範囲で上下でき、調節可能幅は９０ミ

リ以上とする。 
   （エ）脚は樹脂成型品の５本脚、肘は樹脂製で高さ調節が８０ミリ以上可能で

脚・肘ともに最大幅はＷ５７０～５９０とする。 
   （オ）ガス上下機能及び強度自動調節リクライニング機能付きとする。 
 
⑪３枚引き違い保管庫（ガラス戸） 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１２１０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
   （ウ）ガラスは透明熱処理強化ガラスであること。 
   （エ）棚板は３枚付きとし１５ミリ～２０ミリのピッチで可動でき、最大積載

量４０㎏以上であること。 



 
⑫３枚引き違い保管庫（スチール戸） 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１２６０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
   （ウ）棚板は３枚付きとし１５ミリ～２０ミリのピッチで可動でき、最大積載

量４０㎏以上であること。 
   （エ）０ミリ～２５ミリの範囲でレベル調整可能なこと。 
 
⑬両開き保管庫 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H３３０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
 
⑭保管庫用笠木 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１５０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）保管庫本体と天井の隙間を埋めるため、本体に高さ調節機能があること。 
 
   ⑪～⑭は上下及び横連結して設置できる物とする。 
 
⑮耐火保管庫（※） 

   ・数量 １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１１００ 
   ・詳細仕様 
   （ア）両開き扉（シリンダー錠）タイプで、耐火性能は一般紙用２時間試験合



格品であること。 
   （イ）質量は３００㎏以上・内容量は１６５ℓ以上とし、内部には D２６５以

上の可動棚が２枚以上あること。 
   （ウ）０～２０ミリの範囲でレベル調整可能なこと。 
   （エ）色は保管庫と同色のホワイト系とする。 
 
⑯３枚引き違い保管庫（ガラス戸） 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１０５０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
   （ウ）ガラスは透明熱処理強化ガラスであること。 
   （エ）棚板は２枚付きとし１５ミリ～２０ミリのピッチで可動でき、最大積載

量４０㎏以上であること。 
 
⑰３枚引き違い保管庫（スチール戸） 

   ・数量 ３台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H１１００ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
   （ウ）棚板は２枚付きとし１５ミリ～２０ミリのピッチで可動でき、最大積載

量４０㎏以上であること。 
   （エ）０ミリ～２５ミリの範囲でレベル調整可能なこと。 
 
⑱３枚引き違い保管庫（スチール戸） 

   ・数量 １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）扉は鍵及びラッチ付きで取手は樹脂製で本体同色であること。 
   （ウ）棚板は１枚付きとし１５ミリ～２０ミリのピッチで可動でき、最大積載



量４０㎏以上であること。 
 
⑲保管庫用笠木 

   ・数量 １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D４５０ ☓ H８０ 
   ・詳細仕様 
   （ア)本体・扉はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）保管庫本体と天井の隙間を埋めるため、本体に高さ調節機能があること。 
 
   ⑯～⑲は上下横連結して設置できる物とする。 
 
⑳ミーティングテーブル 

   ・数量  １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１８００ ☓ D９００ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 

（ア）天板の材質はパーティクルボードに対指紋メラミン化粧板貼りとする。 
（イ）天板厚さは２５ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。 

   （ウ）脚部はアルミもしくはスチール製のＴ字脚とする。 
   （エ）リフトロックキャスター４個付きとする。 
 
㉑ミーティングテーブル 

   ・数量  １台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W１５００ ☓ D７５０ ☓ H７２０ 
   ・詳細仕様 

（ア）天板の材質はパーティクルボードに対指紋メラミン化粧板貼りとする。 
（イ）天板厚さは２５ミリ以下で樹脂製のエッジ付とする。 

   （ウ）脚部はアルミもしくはスチール製のＴ字脚とする。 
   （エ）リフトロックキャスター４個付きとする。 
 
㉒コインロッカー（８人用） 

   ・数量 １０台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W８４０ ☓ D４５５ ☓ H１７９０ 



   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で焼付塗装とする。 
   （イ）有料・無料の変更が可能で金額及び枚数変更が可能なこと。 
   （ウ）マスターキーが付属していて非常解錠及び鍵穴部交換が容易なこと。 
   （エ）扉開き放し防止機能及び連続使用防止機能があること。 
 
㉓更衣ロッカー（３人用） 

   ・数量 ５台 
   ・寸法（単位 mm） 
    W９００ ☓ D５１５ ☓ H１７９０ 
   ・詳細仕様 
   （ア）本体・扉・棚板はスチール製で色はホワイト系の焼付塗装とする。 
   （イ）シリンダー錠２枚付とする。 
   （ウ）棚板２枚・ハンガー・フック・タオル掛け・鏡・傘立・雫受が標準で装

備されていること。 
   （エ）扉の蝶番は表面に露出しないタイプとする。 
 
 
３．納入場所  宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－１（東北大学片平地区内） 
        放送大学宮城学習センター 
         
 
４．納入期限  令和２年３月３１日（火） 
 
 
５．共通仕様 
 （１）社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具ＰＬガイドライン」に準拠

した製品であること。 
 （２）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の

適合製品であること。（※マークの付いた項目は除外とする） 
  
 
６．既存品搬出処分及び購入品搬入設置等 
（１）搬出処分及び搬入は、あらかじめ打ち合わせた日程及び本学担当者の指示に

より、所定の日数及び場所にするものとする。 
 （２）搬出入の際は、建物・設備備品等を破損しないよう特に留意し、必要な養生



を行うこと。 
 （３）搬出入等に要する全ての費用は本調達に含めること。 
 （４）廃棄品についてはマニフェストを提出するものとする。 
 （５）搬出入等にあたって生じる残材・ゴミ等の発生材は搬出し、処分すること。 
 （６）納品に際し、組み立てが必要であれば組み立てて納品すること。 
 
７．その他留意事項 
（１）応札にあたっては、事前に製品カタログなどの提出により仕様を満たしてい

ることを示さなければならない。 
 （２）①業務を請け負った者は、業務の全部について、一括して第三者に請け負わ

せたり、一括して第三者に再委託してはならない。 
      ②業務の一部を第三者に対して請け負わせたり再委託する場合、業務を請け

負った者は、あらかじめ所定の事項について、本学園に申請した上で、承

諾を得なければならない。 
 （３）検収後１年間を無償保証期間とし、通常の使用において故障等が生じた場合

には、速やかに無償で修理または交換を行うこと。 
 （４）本仕様書に記載のない事項または不明な事項がある場合は、本学担当者と協

議のうえ、その指示に従うこと。 


