
 

仕様書（変更） 

 

１．件名  放送大学オリジナルグッズ ポリキャンバストートバッグ 他４点 

 

２．調達物品 

① 品名：ポリキャンバストートバッグ（3柄） 

数量：6,000個（柄①は 3,000個、柄②及び柄③は各 1,500個） 

素材：ポリエステル 100％（10oz相当） 

色：ネイビーなど濃色（アソート可） 

サイズ：タテ約 37センチｘ横約 37センチｘ持ち手約 47センチ 

（A4サイズ書類収納可能サイズ） 

その他：横マチ付き（約 10センチ） 

プリント方式：シルク印刷 1色 

プリントサイズ：幅 20センチｘ高さ 20センチ相当以上（片面） 

 

② 品名：ポータブルエコバッグ（1柄） 

（参考商品：セルトナ リフレクター ポータブルエコバッグ） 

数量：5,400個 

素材：ポリエステル（210D相当） 

色：ネイビー系を中心に数種類（アソート可） 

サイズ：タテ約 38センチｘ横約 40センチ 

その他：収納ポーチ付き 

包装：個別 PP袋入り 

プリント方式：シルク印刷 1色 

プリントサイズ：幅 15センチｘ高さ 15センチ相当以上（本体片面） 

 

③ 品名：ハンドタオル（2柄） 

数量：6,000枚（各柄 3,000枚） 

素材：コットン 100％（180 80匁相当） 

色：白 

サイズ：約 25センチｘ約 25センチ 

包装：個別 PP袋入り 

プリント方式：シルク印刷 1色 

プリントサイズ：幅 19センチｘ高さ 19センチ相当以上 

 

 

④ 品名：マフラータオル（1柄） 

数量：1,000枚 



素材：コットン 100％（260匁相当） 

色：白 

サイズ：約 110センチｘ約 20センチ 

包装：個別 PP袋入り 

プリント方式：染料 1色 

プリントサイズ：幅 110センチｘ高さ 20センチ相当（タオル片面の全面） 

 

⑤ 品名：マグカップ（1柄） 

数量：1,000個 

素材：陶器 

色：白またはアイボリー 

サイズ：直径約 8センチｘ高さ約 8センチ 

包装：個別紙箱入り 

プリント方式：転写カラープリント 

プリントサイズ：幅 18センチｘ高さ 7センチ相当以上 

 

３．デザイン入稿及び校正について 

（１）全ての調達物品について各調達物品記載のプリント方式及びプリントサイズでプリント 

すること。 

（２）全ての調達物品について校正を 1回行ったうえで、サンプル制作を 1回行い、量産前 

に本学担当者にサンプルを送付すること。 

（３）デザインに必要なデータは本学からイラストレーター形式（.ai形式）で支給する。 

（４）上記のほかのデザイン作成に係る費用に関しては、請負者が負担をすること。 

 

４．納入場所  放送大学学園本部 及び 学習センター・サテライトスペース（本部含めて全

58箇所【詳細は別添資料の通り】） 

         

５．納入期限  令和３年３月２６日（金） 

 

６．納入方法等 

（１）物品の破損を防ぐため段ボール梱包にて納品すること。 

（２）納入場所別の納入個数については別途本学担当者より指示する。 

（３）具体的な納品日時については事前に本学担当者より指示する。 

（４）納入に要する送料等の全ての費用は本調達に含めること。 

  

７．その他留意事項 

（１）調達品については、同等品であることが確認できる資料（カタログ等。マーカーや付箋



紙を貼付など分かりやすく工夫のこと。）を添付すること。 

 （２）放送大学学園が提供した本学ロゴなどのデータ・画像について、その著作権、所有権

の一切は放送大学に帰属し、それらデータ・画像については複次的利用・転用、他へ

の譲渡の全てを禁じるものとする。 

 （３）落札者は、業務の全部について、一括して第三者に請け負わせたり、一括して再委託

してはならない。また、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、

予め、所定の事項について申請した上で、承認を得ること。 

 （４）各項目の詳細については、本学担当者と十分打ち合わせを行い、その指示に従うこと。 

 （５）本仕様書に定めた事項、仕様書に疑義が生じた事項は、放送大学学園と請負者双方

が協議して決定すること。 

 

 

以上 



（別添）納入場所

千葉市美浜区若葉2-11

北海道学習センター 札幌市北区北17条西8丁目
（北海道大学札幌ｷｬﾝﾊﾟｽ　情報教育館5・6階）

旭川サテライトスペース 旭川市常磐公園
(旭川市常磐館内)

青森学習センター 弘前市文京町3
（弘前大学文京町地区　コラボ弘大7階）

八戸サテライトスペース 八戸市一番町1-9-22
(八戸地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ　〔ユートリー〕内)

岩手学習センター 盛岡市上田3-18-8
（岩手大学図書館3・4階）

宮城学習センター 仙台市青葉区片平2丁目1-1
（東北大学片平キャンパス金属材料研究所内）

秋田学習センター 秋田市手形学園町1-1
（秋田大学手形ｷｬﾝﾊﾟｽ　VBL棟4階）

山形学習センター 山形市城南町1-1-1
（霞城セントラル10階）

福島学習センター 郡山市桑野1-22-21
（郡山女子大学　もみじ館内）

いわきサテライトスペース いわき市平鎌田字寿金沢22-1
（東日本国際大学　5号館5階）

茨城学習センター 水戸市文京2-1-1
（茨城大学水戸ｷｬﾝﾊﾟｽ　環境ﾘｻｰﾁﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ2・3階）

栃木学習センター 宇都宮市峰町350
（宇都宮大学峰ｷｬﾝﾊﾟｽ　附属図書館1・2階)

群馬学習センター 前橋市若宮町1-13-2
（群馬県立図書館北隣）

埼玉学習センター
さいたま市大宮区錦町682-2
（大宮情報文化センター8・9・10階）

千葉学習センター 千葉市美浜区若葉2-11
（放送大学本部敷地内）

東京渋谷学習センター 渋谷区道玄坂1-10-7
（五島育英会ビル1階）

東京文京学習センター 文京区大塚3-29-1
（筑波大学東京ｷｬﾝﾊﾟｽ文京校舎内）

東京足立学習センター 足立区千住5-13-5
（学びピア21　6階）

東京多摩学習センター 小平市学園西町1-29-1
(一橋大学小平国際ｷｬﾝﾊﾟｽ　国際共同研究ｾﾝﾀｰ3・4階)

神奈川学習センター 横浜市南区大岡2-31-1

新潟学習センター 新潟市中央区旭町通1番町754
（新潟大学旭町ｷｬﾝﾊﾟｽ　医歯学図書館4～6階）

富山学習センター 射水市黒河5180
（富山県立大学　計算機センター3階）

石川学習センター 石川県野々市市扇が丘7-1
（金沢工業大学扇が丘ｷｬﾝﾊﾟｽ　9号館）

福井学習センター 福井市手寄1丁目4-1
（AOSSA7階）

山梨学習センター 甲府市武田4-4-37
（山梨大学甲府ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合研究棟Ｙ号館隣接建物内）

長野学習センター 諏訪市諏訪1-6-1
（アーク諏訪３階）

岐阜学習センター 岐阜市薮田南5-14-53
（OKBふれあい会館第2棟2階）

静岡学習センター 三島市文教町1-3-93
（静岡県立三島長陵高等学校2階）

浜松サテライトスペース 浜松市中区早馬町2-1
（クリエート浜松2階）

愛知学習センター 名古屋市昭和区八事本町101-2
（中京大学名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ　センタービル4階）

三重学習センター 津市一身田上津部田1234
（三重県総合文化センター　生涯学習棟4階）

滋賀学習センター 大津市瀬田大江町横谷1-5
（龍谷大学瀬田ｷｬﾝﾊﾟｽ　4号館1階）

京都学習センター 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
（キャンパスプラザ京都3階）

大阪学習センター 大阪市天王寺区南河堀町4-88
（大阪教育大学天王寺ｷｬﾝﾊﾟｽ　中央館6・7階）

兵庫学習センター 神戸市灘区六甲台町2-1
（神戸大学六甲台第1ｷｬﾝﾊﾟｽ　アカデミア館6・7階）

姫路サテライトスペース 姫路市本町68-290
（イーグレひめじ地下2階）

奈良学習センター 奈良市北魚屋東町
（奈良女子大学コラボレーションセンター3階）

和歌山学習センター 和歌山市西高松1-7-20
（和歌山大学松下会館内）

鳥取学習センター 鳥取市富安2-138-4
（鳥取市役所駅南庁舎5階）

島根学習センター 松江市白潟本町43
（スティックビル4階)

岡山学習センター 岡山市北区津島中3-1-1
（岡山大学津島北ｷｬﾝﾊﾟｽ 文化科学系総合研究棟5・6階）

広島学習センター 広島市中区東千田町1-1-89
（広島大学東千田ｷｬﾝﾊﾟｽ　東千田総合校舎3・4階）

福山サテライトスペース 福山市霞町1-10-1
（まなびの館ローズコム3階）

山口学習センター 山口市吉田1677-1
（山口大学吉田ｷｬﾝﾊﾟｽ　大学会館内）

徳島学習センター 徳島市新蔵町2-24
（徳島大学新蔵ｷｬﾝﾊﾟｽ　日亜会館3階）

香川学習センター 高松市幸町1-1
（香川大学幸町北ｷｬﾝﾊﾟｽ　研究交流棟7・8階）

愛媛学習センター 松山市文京町3
（愛媛大学城北ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合情報ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ棟3・4階）

高知学習センター 高知市曙町2-5-1
（高知大学朝倉ｷｬﾝﾊﾟｽ　ﾒﾃﾞｨｱの森内）

福岡学習センター 春日市春日公園6-1
（九州大学筑紫ｷｬﾝﾊﾟｽ　総合理工学府･総合理工学研究院E棟4･5

北九州サテライトスペース 北九州市八幡西区黒崎3-15-3
（コムシティ3階）

佐賀学習センター 佐賀市天神3-2-11
（アバンセ4階）

長崎学習センター 長崎市文教町1-14
（長崎大学文教ｷｬﾝﾊﾟｽ　中央図書館南隣）

熊本学習センター 熊本市中央区黒髪2-40-1
（熊本大学黒髪北ｷｬﾝﾊﾟｽ 附属図書館南棟2・3階）

大分学習センター 別府市北石垣82
(別府大学別府キャンパス39号館2階)

宮崎学習センター 日向市本町11-11
（日向市役所北隣）

鹿児島学習センター 鹿児島市山下町14-50
（かごしま県民交流センター内）

沖縄学習センター 沖縄県中頭郡西原町字千原1
（琉球大学千原ｷｬﾝﾊﾟｽ 地域国際学習ｾﾝﾀｰ棟4・5階）
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