
 

1 

 

仕様書 

 

１ 件名 

什器の調達及び設置業務一式 

 

２ 納入場所および建物情報 

（１）納入場所は、放送大学学園本部（千葉市美浜区若葉２－１１）東管理棟

３階（エレベーター有り）の各所とする。具体的な設置場所は、契約締結

後、本学担当者と打合せを行うこと。 

 

３ 納入期間等 

（１）納入は令和３年３月 31 日（水）までに行うこと。 

（２）作業時間は、午前９時 00 分から午後 17時 45分までとする。 

（３）具体的な納入日程については、契約締結後、本学担当者と打合せを行い

決定すること。また、納入に当たっては本学担当者の指示に従うこと。 

 

４ 調達する什器類、数量及び設置場所等 

（１）調達する什器類等 

別紙のとおりとし、参考規格品と同等以上とする。 

（２）その他作業 

既存什器については、本部敷地内若葉会館１階の産業廃棄物置場に移

動すること。ただし、以下の既存什器については、作業内容のとおり対応

すること。 

品名 数量 サイズ（ミリメ

ートル） 

作業内容 

長椅子 １ 1900W800D730H 
移動（敷地内附属

図書館館長室） 

安楽椅子 ２ 900W800D730H 同上 

サイドテーブル １ 450W750D450H 同上 

センターテーブ

ル 
１ 1400W600D450H 同上 

 

５ 技術的要件 

（１）本調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件（以下「技術的要件」

という。）は別紙「調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりであ

る。 
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（２）技術的要件は全て必須の要求要件である。 

 

６ その他 

（１）仕様に対する留意事項 

見積機器は、原則として入札時点で製品化されており、未使用であるこ

と。入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合は、技術的

要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できること

を保証する資料及び誓約書等を提出すること。 

 

（２）提案に関する留意事項 

ア 提案に関しては、提案する機器が本仕様書の要求要件をどのように

満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的か

つ分かり易く、資料等を添付すること。提案は参考品番と同等品以上

も可とするが、参考品番以外の物品で提案する場合には、仕様が分か

るカタログ、図面等を提出すること。ただし、本学園の審査により仕

様を満たしていないと判断した場合は、応札できないものとする。 

   イ 提出資料等に関する照会先を明記すること。 

   ウ 提出された内容等については、問い合わせやヒヤリングを行うこと

があるので、誠実に対応すること。 

   エ 提案が仕様を満たしていることを、提出書類のどの部分で証明でき

るか、参照すべき箇所を明記すること。参照すべき箇所がカタログ、図

面、仕様書等である場合には、アンダーラインを付したり、余白に大き

く矢印をしたりすることによって当該部分を分かりすく明示すること。 

 

（３）導入に関する留意事項 

    ア 導入スケジュールについては、本学と協議し、その指示に従うこと。 

イ 搬入、据付、設定、配線、システム構築、調整、既存設備との接続に

要するすべての費用は、本調達に含まれる。 

   ウ 設置にあたっての搬入作業は、建物内及び構内において学生、教職員   

等が往来している中で行われるので、安全の確保には十分配慮するこ

と。万一、事故が起きた場合は、速やかに本学担当者に連絡し、その指

示に従うこと。 

エ 作業にあたっては、通常必要とされる人数の作業責任者を配置し、作

業員の指導監督にあたるとともに、本学教職員と連絡・調整を行い、そ

の指示により、作業が支障なく実施できるよう努めること。 

オ 搬入、設置作業にあたっては、扉、ドア、廊下、階段、壁面、エレベ
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ーター内等を必要に応じて養生し、建物や施設等を破損しないよう、十

分注意すること。万一、破損等を与えた場合は、速やかに本学担当者に

連絡し、その指示に従うこと。なお、請負者に責があると認められる場

合は、賠償の責を負うこと。 
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調達物品に備えるべき技術的要件 

 

番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

1 長イス 1 台 

●背・座面・肘：革張り 

●肘木付き 

●肘木：ホワイトオーク無垢材ウレタン塗

装仕上 

●1900W800D730H 

●革色：ブラック 

●肘木色：ウォールナット 

●１～４番は色を揃えるため同一メーカー

品とすること 

理事長室 

ｵｶﾑﾗ 8330FF-P719 

ｺｸﾖ CE-143C LPB6N 

ｲﾄｰｷ LNS-13L-4905 

2 安楽イス 2 台 

●背・座面・肘：革張り 

●肘木付き 

●肘木：ホワイトオーク無垢材ウレタン塗

装仕上 

●900W800D730H 

●革色：ブラック 

●肘木色：ウォールナット 

●１～４番は色を揃えるため同一メーカー

品とすること 

理事長室 

ｵｶﾑﾗ 8330FE-P719 

ｺｸﾖ CE-145C LPB6N 

ｲﾄｰｷ LNS-11L-4905 

3 サイドテーブル 1 台 
●天板・脚表面材：ホワイトオーク突板ウレ

タン塗装仕上 
理事長室 

ｵｶﾑﾗ 8378EC-W782 

ｺｸﾖ NT-146T3EN 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●脚：4本脚 

●450W750D450H 

●天板・脚色：ウォールナット 

●１～４番は色を揃えるため同一メーカー

品とすること 

ｲﾄｰｷ TVW-0475ER-49SO 

4 
センターテーブ

ル 
1 台 

●天板・脚表面材：ホワイトオーク突板ウレ

タン塗装仕上げ 

●脚：4本脚 

●1400W600D450H 

●天板・脚色：ウォールナット 

●１～４番は色を揃えるため同一メーカー

品とすること 

理事長室 

ｵｶﾑﾗ 8378EA-W782 

ｺｸﾖ NT-133T3EN 

ｲﾄｰｷ TVW-1264ER-49SO 

5 両袖机 1 台 

●天板・縁材・幕板・側板・引出し表面材：

天然木化粧合板（突板）ウレタン樹脂塗装、

天板・幕板・側板・引出し芯材：パーティク

ルボード、配線ダクト：ABS樹脂、引出し本

体：スチール焼付塗装、把手：亜鉛ダイキャ

スト焼付塗装、スライドレール：スチールメ

ッキ、アジャスター：ABS樹脂 

●1600W800D720H 

●色：ウォールナットダーク（イタマサ） 

●形状：左袖 2 段（上段：A4 専用ファイル

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ DX06TA-WH86 

ｺｸﾖ MG-220DW09N3KMX 

ｲﾄｰｷ X17-185CK-51SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

引出、下段：A4・B4兼用ファイル引出し）、 

右袖 3段（上段：小引出、中段：一般引出、

下段：A4・B4兼用ファイル引出） 

●開閉表示付きオールロック錠、大型ペン

トレー、配線機能、ラッチ付 

6 サイドテーブル 1 台 

●天板・縁材・側板表面材：天然木化粧合板

（突板）ウレタン樹脂塗装、天板・側板芯材：

パーティクルボード、アジャスター：ABS樹

脂 

●1600W500D720H 

●色・ウォールナットダーク（イタマサ） 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ DX06ST-WH86 

ｺｸﾖ MG-220DSW9NNKMX 

ｲﾄｰｷ X17-185CK-51SO 

7 事務用イス 1 脚 

●背フレーム：アルミダイキャスト、可動

肘：アルミダイキャスト＋スチールパイプ

＋樹脂成型品、支基：アルミダイキャスト、

脚：アルミダイキャスト、キャスター：φ７

５ナイロン、双輪キャスター 

● 650～ 702W625～ 675D1170～ 1270H420～

520SH 

●色：フレーム／ポリッシュ、ボディ／ブラ

ック、張地／ダークブラウン 

●ハイバック、可動肘付き、背メッシュ、座

クッション、5本脚、総革張り、ハンガー付

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ CC88BR-PD97 

ｺｸﾖ XWH-175714HS 

ｲﾄｰｷ KAC-35L-Z9T1 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

き、大型ヘッドレスト付きであること 

●右肘先端のレバー操作で 100mm 以上の範

囲で座面の高さ調整が出来ること 

●左肘先端のレバー操作でリクライニング

の固定と解除が出来ること 

●くるぶしを起点として背と座が連動して

26 度以上の範囲で可動するリクライニング

機構であること 

●リクライニングの強弱調整が可能である

こと 

●50mm 以上の範囲で座面の奥行調整が出来

ること 

●長時間の着座でも疲れにくい、3種以上の

硬さの異なるウレタンで成形されている座

クッションであること 

●可動肘は、上下 100㎜、前後 40㎜、左右

は片側 25㎜ずつ可動することに加え、角度

が内側 15°外側 7.5°可動すること 

8 
ミーティングチ

ェア 
2 脚 

●背・座シェル：成型合板、脚フレーム：ス

チールパイプ粉体塗装、張地：ポリエステ

ル・綿、キャスター：ナイロン双輪キャスタ

ーφ５０ｍｍ 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ 81S9CB-FXW5 

ｺｸﾖ K01-Z221CU 

ｲﾄｰｷ KLD-835CC 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●脚：キャスター付き４本脚 

●560W545D820H450SH 

●色：張地／ダークグリーン、シェル／プラ

イズウッドダーク、フレーム／ブラック 

●ネスティングチェア、肘無、座パッド付 

●座を跳ね上げて 125mm ピッチ以下でネス

ティング収納できること 

9 
書棚（中央ガラス

扉タイプ） 
1 台 

●天板・縁材・本体表面材：天然木化粧合板

（突板）ウレタン樹脂塗装、天板・扉・本体

芯材：パーティクルボード 

●中央ガラス両開き扉、両サイド片開き木

扉タイプ 

●1800W450D720H 

●色・ウォールナットダーク（イタマサ） 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ DX06CZ-WH86 

ｺｸﾖ MG-220SW9N4 

ｲﾄｰｷ X17-187HL-51 

10 ワードローブ 1 台 

●本体・扉表面材：天然木化粧合板（突板）

ウレタン樹脂塗装、芯材：パーティクルボー

ド 

●600W450D1800H 

●色・ウォールナットダーク（イタマサ） 

●鍵、鏡、スライドハンガー、ネクタイ掛付 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ DX06AZ-WH86 

ｺｸﾖ MG-220LW09N3KMX 

ｲﾄｰｷ X17-186HK-51SO 

11 
壁固定用Ｌ型金

具 
1 個 

●35W110D80H3.2t 

●色・ブラック 
事務局長室 

ｵｶﾑﾗ FHL002X-Z25 

ｺｸﾖ PE-L51BK 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

ｲﾄｰｷ EWSP-FB100-T1 

12 パーティション  1 枚 

●800W40D1520H 

●ガラス厚 5ｍｍ 

●ガラスサイズ：713W310H 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色：パネル／プライズウッドダーク、トリ

ム／ブラック 

●フロストガラスコンビパネルであること 

●パネルは木目調であること 

●マグネットの使用が可能であること 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ NX15CE-ZL33 

ｺｸﾖ PP-FXWGU0815KMX 

ｲﾄｰｷ FZR-0815GRSO 

13 パーティション  1 枚 

●1000W40D1520H 

●ガラス厚 5ｍｍ 

●ガラスサイズ：913W310H 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色：パネル／プライズウッドダーク、トリ

ム／ブラック 

●フロストガラスコンビパネルであること 

●パネルは木目調であること 

●マグネットの使用が可能であること 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ NX15CG-ZL33 

ｺｸﾖ PP-FXWGU1015KMX 

ｲﾄｰｷ FZR-1015GRSO 

14 パーティション  1 枚 ●1100W40D1520H 事務局長室 ｵｶﾑﾗ NX15CZ-ZL33 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●ガラス厚 5ｍｍ 

●ガラスサイズ：1013W310H 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色：パネル／プライズウッドダーク、トリ

ム／ブラック 

●フロストガラスコンビパネルであること 

●パネルは木目調であること 

●マグネットの使用が可能であること 

ｺｸﾖ PP-FXGU1115KMX 

ｲﾄｰｷ FZR-1115GRSO 

15 
直線連結材セッ

ト 
1 個 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色・ブラック 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ NX80AC-T12 

ｺｸﾖ 不要 

ｲﾄｰｷ 不要 

16 
90°連結材セッ

ト 
1 個 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色・ブラック 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ NX81AC-ZH25 

ｺｸﾖ PPS-FXWP15N 

ｲﾄｰｷ FZR-15JS 

17 エンドカバー 2 個 

●12～17 はコンビパーティションとして設

置するため付属させること 

●色・ブラック 

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ NX863Y-ZH25 

ｺｸﾖ 不要 

ｲﾄｰｷ 不要 

18 
２連パーティシ

ョン 
1 台 

●パネル表面材：プリント合板、枠・脚：ア

ルミ塗装仕上げ 

●1215＋800W480D1800H 

●色：フレーム／ブラック、パネル／プライ

事務局長室 

ｵｶﾑﾗ 4W65XN-MDP6 

ｺｸﾖ SN-SG182 

ｲﾄｰｷ FSK-208C-SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

ズウッドダーク、木目 

●360°の回転機構で折り畳み収納可能で

あること 

●キャスター付きであること 

 

19 両袖机 1 台 

●本体・脚表面材：人工突板（オーク調）ウ

レタン塗装仕上げ、天板表面材：人工突板

（オーク調）ウレタン塗装仕上げ、縁材：ハ

ードメープル無垢材 

●天板厚：26ｍｍ 

●1800W850D720H 

●色：ライトブラウン 

●形状：左袖 2 段（上段：A4 専用ファイル

引出、下段：A4・B4兼用ファイル引出し）、 

右袖 3段（上段：小引出、中段：一般引出、

下段：A4・B4兼用ファイル引出） 

●オールロック錠、大型ペントレー、配線機

能付、アジャスター付 

●ファイル引出しのレールはダブルサスペ

ンションレールであること 

理事室（放送） 

ｵｶﾑﾗ D235XZ-W779 

ｺｸﾖ MG-S20DR189W95N3 

ｲﾄｰｷ GRA-168CBA-77 

20 事務用イス 1 脚 
●背フレーム：アルミダイキャスト、可動

肘：アルミダイキャスト＋スチールパイプ
理事室（放送） 

ｵｶﾑﾗ CC87BR-P676 

ｺｸﾖ XWH-175714HS 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

＋樹脂成型品、支基：アルミダイキャスト、

脚：アルミダイキャスト、キャスター：φ７

５ナイロン、双輪キャスター 

● 650～ 702W625～ 675D1170～ 1270H420～

520SH 

●色：フレーム／ポリッシュ、ボディ／ブラ

ック、張地／ブラック 

●ハイバック、可動肘付き、背メッシュ、座

クッション、5本脚、総革張り、ハンガー付

き、大型ヘッドレスト付きであること 

●右肘先端のレバー操作で 100mm 以上の範

囲で座面の高さ調整が出来ること 

●左肘先端のレバー操作でリクライニング

の固定と解除が出来ること 

●くるぶしを起点として背と座が連動して

26 度以上の範囲で可動するリクライニング

機構であること 

●リクライニングの強弱調整が可能である

こと 

●50mm 以上の範囲で座面の奥行調整が出来

ること 

●長時間の着座でも疲れにくい、3種以上の

ｲﾄｰｷ KAC-35L-Z9T1 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

硬さの異なるウレタンで成形されている座

クッションであること 

●可動肘は、上下 100㎜、前後 40㎜、左右

は片側 25㎜ずつ可動することに加え、角度

が内側 15°外側 7.5°可動すること 

※W、D、H、φの単位はミリメートル。 

※以下の番号の製品は同じメーカーとすること 


