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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、放送大学学園東京オフィス（〒112-0012東京都文京区大塚

3-29-1 ２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、放送大学学園本部（千葉市美浜区若葉２－１１）

敷地内若葉会館１階の産業廃棄物置場に移動すること。 

 

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。 

（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。 
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（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

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 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：ダークブラウン 

●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 

応接室１ 

ｵｶﾑﾗ D235XZ WE87 

ｺｸﾖ MG-3CDDT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-188CBB-99 

2 事務用イス 1 台 

●635W550D1120H 

●背座シェル：樹脂成型品 

●張地：革張り 

●支基：ロック機構付シンクロリクライニ

ングメカ 

●脚：アルミダイキャスト 

応接室１ 

ｵｶﾑﾗ CE68SX P794 

ｺｸﾖ XWH-28471L7499N 

ｲﾄｰｷ KE-717LA-Z9T1SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●キャスター：ナイロン双輪キャスター

(60Ф以上であること)。 

●肘：アルミダイキャスト製固定リング肘 

●フリーリクライニングと 4 段階固定の切

替が可能なこと 

●ガスススプリング座上下昇降機能が上下

90mm 幅で任意固定できること 

●リクライニング強弱調整がついているこ

と 

●色：張地／ブラック 

3 サイドボード 1 台 

●本体・扉表面材：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 

●1800W450D720H 

●色：ダークブラウン 

●形状：木扉両開き 2ヶ所 

●高さ調節可能な棚板 2枚付であること 

応接室１ 

ｵｶﾑﾗ D235CY WE87 

ｺｸﾖ MG-5ST34N3KMX 

ｲﾄｰｷ GRA-187HL-99 

4 ガラス書棚 1 台 

●本体・扉表面材：人工突板（オーク調）ウ

レタン塗装仕上げ、ガラス扉フレーム／ア

ルミ成型品、扉面材／アクリル樹脂タペシ

応接室１ 

ｵｶﾑﾗ D235BH WE87 

ｺｸﾖ MG-5BT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-189HG-99SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

ート貼り 

●天板厚：26ｍｍ 

●900W450D1800H 

●色：ダークブラウン 

●形状：上段／ガラス両開き、下段／木扉両

開き 

●高さ調節可能な棚板 3枚付であること 

5 ワードローブ 1 台 

●本体・扉表面材：人工突板（オーク調）ウ

レタン塗装仕上げ 

●天板厚：26ｍｍ 

●600W450D1800H 

●色：ダークブラウン 

●形状：木扉片開き 

●鍵、鏡、スライドハンガー、ネクタイ掛け

付であること 

応接室１ 

ｵｶﾑﾗ D235AY WE87 

ｺｸﾖ MG-5LT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-186HK-99 

6 L型金具 2 個 

●木製家具壁固定用 

●色：ブラック 応接室１ 

ｵｶﾑﾗ FHL018XZ25 

ｺｸﾖ PE-L1N 

ｲﾄｰｷ EQ-A41-T1 

7 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 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ D235XZ WE87 

ｺｸﾖ MG-3CDDT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-188CBB-99 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●天板厚：26ｍｍ 

●1800W850D720H 

●色：ダークブラウン 

●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 

8 事務用イス 1 台 

●635W550D1120H 

●背座シェル：樹脂成型品 

●張地：革張り 

●支基：ロック機構付シンクロリクライニ

ングメカ 

●脚：アルミダイキャスト 

●キャスター：ナイロン双輪キャスター

(60Ф以上であること)。 

●肘：アルミダイキャスト製固定リング肘 

●フリーリクライニングと 4 段階固定の切

替が可能なこと 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ CE68SX P794 

ｺｸﾖ XWH-28471L7499N 

ｲﾄｰｷ KE-717LA-Z9T1SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●ガスススプリング座上下昇降機能が上下

90mm 幅で任意固定できること 

●リクライニング強弱調整がついているこ

と 

●色：張地／ブラック 

9 サイドボード 1 台 

●本体・扉表面材：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 

●1800W450D720H 

●色：ダークブラウン 

●形状：木扉両開き 2ヶ所 

●高さ調節可能な棚板 2枚付であること 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ D235CY WE87 

ｺｸﾖ MG-5ST34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-187HL-99 

10 ガラス書棚 1 台 

●本体・扉表面材：人工突板（オーク調）ウ

レタン塗装仕上げ、ガラス扉フレーム／ア

ルミ成型品、扉面材／アクリル樹脂タペシ

ート貼り 

●天板厚：26ｍｍ 

●900W450D1800H 

●色：ダークブラウン 

●形状：上段／ガラス両開き、下段／木扉両

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ D235BH WE87 

ｺｸﾖ MG-5BT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-189HG-99SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

開き 

●高さ調節可能な棚板 3枚付であること 

11 ワードローブ 1 台 

●本体・扉表面材：人工突板（オーク調）ウ

レタン塗装仕上げ 

●天板厚：26ｍｍ 

●600W450D1800H 

●色：ダークブラウン 

●形状：木扉片開き 

●鍵、鏡、スライドハンガー、ネクタイ掛け

付であること 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ D235AY WE87 

ｺｸﾖ MG-5LT34N3 

ｲﾄｰｷ GRA-186HK-99 

12 L型金具 2 個 

●木製家具壁固定用 

●色：ブラック 応接室２ 

ｵｶﾑﾗ FHL018XZ25 

ｺｸﾖ PE-L1N 

ｲﾄｰｷ EQ-A41-T1 

13 
応接会議テーブ

ル 
1 台 

●天板表面材：人工突板（オーク調）ウレタ

ン塗装仕上げ、縁材：ホワイトオーク無垢

材、脚：ホワイトオーク無垢材ウレタン塗装

仕上げ 

●天板厚：50ｍｍ 

●2400W1200D720H 

●色：ダークブラウン 

●4本脚であること 

●13～14 番は色を揃えるため同一メーカー

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ 8394BC WE87 

ｺｸﾖ WT-W70KW39 

ｲﾄｰｷ GRA-2412TAS-99 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

品とすること 

14 応接会議イス 6 台 

●クッション材：ポリウレタン、肘木：ホワ

イトアッシュ突板ウレタン塗装仕上 

●張地：布張り 

●640W620D790H440SH 

●色：張地／ブラウン、肘木／ダークブラウ

ン 

●体重感知で強さの変わるリクライニング

機構が付いていること 

●肘木の厚みの見えが 3mm以下であること 

●パネル脚キャスター付きであること 

●13～14 番は色を揃えるため同一メーカー

品とすること 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ 8394GA FDP6 

ｺｸﾖ CE-K205W89H1N05 

ｲﾄｰｷ KWF-717L-51CK1 

15 
モニタースタン

ド 
1 台 

●1065W813D1613H 

●支柱・連結パイプ・モニター掛け金具・モ

ニター取付金具・棚板・パネル／スチール粉

体焼付塗装 

●52 インチ 50kg までのディスプレイを取

付可能で、取付高さを 25mmピッチで調整で

きること 

●モニター角度を 0°から 10°まで変更可

能であること 

応接室２ 

ｵｶﾑﾗ 93H9BA Z637 

ｺｸﾖ BD-KA100S81 

ｲﾄｰｷ AFA-52MS-Z5SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●棚板 1枚付きであること 

●棚板は後部に転び止めが付いていること 

●棚板は本体の前後に取り付け可能である

こと 

●棚板は 25mmピッチで調整できること 

●前後にパネルがついており配線を露出せ

ず行えること 

●コードクランプ 4個付きであること 

●ストッパー付きの 100φ 双輪ウレタンキ

ャスター付きであること 

16 事務用イス 1 台 

●660～710W577～627D1170～1370H 

●色：フレーム／ポリッシュ、ボディ／ブラ

ック、張地／ブラック 

●張地：革、背フレーム：アルミダイキャス

ト、背・座ボディ：樹脂成型品、脚：アルミ

ダイキャスト、キャスター：φ60 ナイロン

双輪キャスター、肘パッド：樹脂成型品、肘：

アルミダイキャスト、 

ヘッドレスト：樹脂成型品 

●可動肘付きエクストラハイバック、革張

りであること 

●リクライニングの強弱調整能ができるこ

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ CQ8CBS P676 

ｺｸﾖ CR-G1263U1ML8B6-W 

ｲﾄｰｷ KE-727LA-Z9T1SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

と 

●背座連動のリクライニング機構の傾斜角

度は 23度以上とし、任意の角度で段階固定

できること 

●上下 100mm 幅で任意固定できる、ガスス

プリング座上下昇降機能があること 

●座面は３種の硬度の異なるウレタンでク

ッションが成型されており、長時間執務に

配慮した材質及び形状であること 

●50mm 以上の範囲で座面奥行調整できるこ

と 

●可動肘は上下・回転・前後の動きに加え、

幅方向にも調節できること 

●70mm 以上の範囲で高さ調整できるランバ

ーサポートを備えていること 

17 ワードローブ 1 台 

●本体・扉表面材：強化紙、芯材：パーティ

クルボード 

●600W450D1800H 

●色：プライズウッドダーク 

●形状：片開き 

●鍵、鏡、スライドハンガー、ネクタイ掛け

付であること 

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ DX06AZ MBV3 

ｺｸﾖ MG-3LT34NN 

ｲﾄｰｷ HXG-186HWR-9SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

18 L型金具 1 個 

●木製家具壁固定用 

●35W110D80H3.2t 

●色：ブラック 

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ FHL002XZ25 

ｺｸﾖ PE-L1N 

ｲﾄｰｷ EQ-A41-T1 

19 テーブル 1 台 

●1500W750D720H 

●天板厚：27mm 

●天板表面材／メラミン化粧板、脚／アル

ミ成型品 

●Ｔ字脚、キャスター付きであること 

●レバー操作で天板を跳ね上げ、ネスティ

ング収納可能であること 

●ネスティングピッチは 155mm 以下である

こと 

●脚前部のボタンを踏むことによりキャス

ターロックを切替できることこと 

●色：天板／プライズウッドダーク、脚：ポ

リッシュ 

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ 87AHAG MEV3 

ｺｸﾖ MT-V157FE6AMG5 

ｲﾄｰｷ DCR-157HHTRCNS-

ZMSO 

20 応接会議イス 4 台 

●クッション材：ポリウレタン、肘木：ラバ

ーウッド無垢材ウレタン塗装仕上 

●張地：ビニールレザー張り 

●600W650D785H 

●張地は、耐アルコール性、耐次亜塩素酸ナ

トリウムの機能があること 

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ 8346WA PB20 

ｺｸﾖ CE-K205W89CLPB6 

ｲﾄｰｷ KYB-127D-W1 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●色：張地／ネオブラック、肘木／ダークブ

ラウン 

●パネル脚キャスター付きであること 

21 
モニタースタン

ド 
1 台 

●1065W813D1613H 

●支柱・連結パイプ・モニター掛け金具・モ

ニター取付金具・棚板・パネル／スチール粉

体焼付塗装 

●52 インチ 50kg までのディスプレイを取

付可能で、取付高さを 25mmピッチで調整で

きること 

●モニター角度を 0°から 10°まで変更可

能であること 

●棚板 1枚付きであること 

●棚板は後部に転び止めが付いていること 

●棚板は本体の前後に取り付け可能である

こと 

●棚板は 25mmピッチで調整できること 

●前後にパネルがついており配線を露出せ

ず行えること 

●コードクランプ 4個付きであること 

●ストッパー付きの 100φ 双輪ウレタンキ

ャスター付きであること 

応接室３ 

ｵｶﾑﾗ 93H9BA Z637 

ｺｸﾖ BD-KA100S81 

ｲﾄｰｷ AFA-52MS-Z5SO 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

22 
ミーティングチ

ェア 
6 脚 

●560W560D820H 

●色：シェル／ブラック、フレーム／シルバ

ー、張地／ダークブラウン 

●背：ポリプロピレン樹脂、肘：ガラス繊維

強化ポリアミド樹脂、座クッション：モール

ドウレタン 

座シェル：ポリプロピレン樹脂 

座・パッド張地：ポリエステル 

脚フレーム：スチールパイプ紛体塗装仕上 

キャスター：ナイロン双輪キャスター（50φ

以上） 

背パッド無しであること 

●座面を跳ね上げてネスティング収納が可

能であること 

●ネスティングピッチは 125mm 以下である

こと 

●座クッションは硬さの異なるウレタンを

用いた異硬度クッションを採用しているこ

と 

●背シェルにはスリットが入ってベンディ

ング機能を有すること 

会議室 

ｵｶﾑﾗ 81S1CA FXW3 

ｺｸﾖ CK-690E3CGRM6-W 

ｲﾄｰｷ KLD-310GE-ZTZ9 

23 ブースセット 6 台 ●1300W1650D1460H プロジェクト室 ｵｶﾑﾗ MF72ML MLE9 



15 

 

番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●天板表面材：メラミン化粧板、天板芯材：

パーティクルボード、天板縁材：ABS樹脂、

パネル表面材：ポリエステル、パネル芯材：

ウレタン、ペーパーハニカム、パネル連結

材：スチール焼付塗装 

●アジャスター付であること 

●色：天板／プライズウッドライト、パネル

／セージ 

ｺｸﾖ SN-TSQ14WM10KMX 

ｲﾄｰｷ FU-14LGLC-B771SO 

24 事務用イス 6 台 

●648～710W645～695D973～1193H 

●背フレーム/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、

座シェル/樹脂成型品、脚/樹脂成型品、背ク

ッション/ポリエステル、座クッション/ポ

リウレタン 

●背座が連動してリクライニングする機能

を有すること 

●リクライニング範囲は前傾 10°以上、後

傾 23°以上であること 

●座面はガス圧により上下 100mm 幅で高さ

調節でき任意固定できること 

●リクライニング反発力の強弱調整ができ

ること 

●背カーブを 2 段階で変更可能な機構を有

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ C688XW FSG6 

ｺｸﾖ CRH-GW3011EKZT4 

ｲﾄｰｷ KF-587GSH1WWA3 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

すること 

●肘は上下 100mm、前後 50mm、内側 20°・

外側 20°以上の範囲で可動すること 

●座面の奥行は 50mm以上の範囲で調節でき

ること 

●座クッションは硬さの異なるウレタンを

一体成型した異硬度クッションであること 

●ハイバック、背/クロス張り、座/クロス張

りであること 

●キャスターはナイロン双輪キャスター

(60Ф以上）であること 

●色：ボディ／ホワイト、脚／ホワイト、張

地／ブルーグリーン 

●ハンガー付きであること 

25 
事務用イス用ヘ

ッドパネル 
6 台 

●580W420D295H 

●ヘッドパネル芯材：スチール、パネル、ポ

リエステル、ヘッドレスト芯材：樹脂成型

品、クッション：モールドウレタン 

●ヘッドレストとパネルが一体の構造であ

ること 

●周囲の視線を遮り集中力を増す効果があ

ること 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ C6503W FSG6 

ｺｸﾖ CR-GWKMXKZT4 

ｲﾄｰｷ KF-HPSO-A3 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●色：張地／ブルーグリーン、パネル内側／

ホワイト 

●24に取付可能であること 

26 
コンセントユニ

ット 
4 個 

●2口コンセントであること 

●定格電圧・125V、定格電流 15A、合計 1500W

まで対応できること 

●3m以上のコード付きであること 

●色：ホワイト 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ DD885Y GA45 

ｺｸﾖ MTA-WC2KMX 

ｲﾄｰｷ CPA-40MJKSSO 

27 テーブル 1 台 

●1500W750D720H 

●天板厚：27mm 

●天板表面材／メラミン化粧板、脚／アル

ミ成型品 

●Ｔ字脚、天板固定であること 

●天板面に回転式のコンセントユニット（2

口セット）が 2ヶ所埋め込まれていること 

●色：天板／プライズウッドライト、脚：シ

ルバーメタリック 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ 87AGFG MDA1 

ｺｸﾖ MT-V157HBP81M10-E 

ｲﾄｰｷ DCR-157HHTTA-ZMSO 

28 
ケーブルクリッ

プ 

1 セッ

ト 

●4個セットであること 

●樹脂製で 27のＴ字脚に取付られること 
プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ 93N61P G764 

ｺｸﾖ MTA-WSBKMX 

ｲﾄｰｷ KC-04SO 

29 ハイスツール 2 脚 
●座張地：ポリエステル、ベース：ポリプロ

ピレン樹脂、脚フレーム：スチールパイプ紛
プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ L122EZ FXW7 

ｺｸﾖ XMH-2013 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

体塗装 

●座面下にあるレバーで上下 250mm 幅以上

の高さ調節ができること 

●全方向に支柱が傾き、0°～10°の適切な

角度で座れること 

●スイング脚であること 

●色：張地／イエロー、シェル・フレーム／

ホワイト 

ｲﾄｰｷ KT-510PG-WWYSO 

30 ハイスツール 2 脚 

●座張地：ポリエステル、背・座シェル：ガ

ラス繊維強化ポリプロピレン樹脂、クッシ

ョン材：ウレタンフォーム、脚本体：スチー

ルポリエステル塗装 

●4本脚背付きハイチェアであること 

●足掛けリング付きであること 

●色：張地／テラコッタ、シェル・フレーム

／ホワイト 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ L122FZ FXW6 

ｺｸﾖ K04-WZ20-GN0T1 

ｲﾄｰｷ KT-510PG-WWQ6SO 

31 
モバイルロッカ

ー 
1 台 

●900W450D1050H 

●色：ネオホワイト 

●本体：スチール焼付塗装、把手：ABS樹脂 

●ビジター仕様の ICカード錠付であること 

●2列 3段 6人用であること 

●各部屋に配線孔がついていること 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ 4Z34CG ZA75 

ｺｸﾖ SNN-R065CXCKMX 

ｲﾄｰｷ H2-M10906SEIC-

W9 
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番号 名称 数量 仕様 設置場所 参考規格品 

●各部屋には PCを縦置き出来るトレーを備

えていること 

●各部屋には A4判ファイルを縦でも横でも

収納可能であること 

●扉には投入口が無いこと 

32 
モバイルロッカ

ー用ベース 
1 台 

●900W450D60H 

●色：ネオホワイト 

●本体：スチール焼付塗装 

●アジャスター付きであること 

●31番に取付可能であること 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ 4Z92ZZ ZA75 

ｺｸﾖ BWUB-S9SAW 

ｲﾄｰｷ H1A-M0690BA-W9 

33 
モバイルロッカ

ー用天板 
1 枚 

●900W450D15H 

●色：プライズウッドライト 

●本体：スチール、表面材/メラミン化粧板 

●31番に取付可能であること 

プロジェクト室 

ｵｶﾑﾗ 4B11AZ MX61 

ｺｸﾖ BWUT-W9M10NN 

ｲﾄｰｷ HTRA-029TT-71 

 

※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 


