
水球
競泳
飛込

名称 仕様・規格 特記事項

1 ○ ○ パイプテント

1間×1.5間、1.5間×2間、
2間×3間
天幕：ターポリン・白色（防炎）
パイプ：シルバーメッキ仕上げ
補強：ウエイト補強

・天幕はきれいなものを使用すること。
・風対策を施すこと。
・十分な安全対策及び養生を行うこと。
・ウエイトは鋳物等のおもりを設置すること。
・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を行うこ
と。
・売店のテント数は出店業者数が決定後、数量の変更を行う場合がある。

2 ○ ○ 横幕
2間、3間
ターポリン
白色（防炎）・透明（防災）

・横幕はきれいなものを使用すること。
・風対策を施すこと。
・必要に応じ幕を下ろせるよう細工を施すこと。

3 ○ 雨どい
2間
防炎シート加工

・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が滴り落ちないよう養生を施すこ
と。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。

4 ○ タープテント 2m×2m

・天幕はきれいなものを使用すること。
・風対策を施すこと。
・十分な安全対策及び養生を行うこと。
・ウエイトは鋳物等のおもりを設置すること。
・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を行うこ
と。
・売店のテント数は出店業者数が決定後、数量の変更を行う場合がある。

5 ○ ○ デコラテーブル W1,800×D450×H700mm
・きれいなものを用意すること。
・天板は木目または白色の会議机（コンパネ不可）。
・折りたたみ可能なものを用意すること。

6 ○ ○ パイプ椅子 アルミ製又はスチール製 ・きれいなものを用意すること。

7 ○ 丸椅子 キャスター無し ・きれいなものを用意すること。

8 ○ ○ ノートパソコン

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　15ｲﾝﾁ以上
OS　Windows7以上
Core　i5以上搭載
CPU　3GHz以上
ﾒﾓﾘ　8GH以上
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ　250GB以上
記憶装置　CD-RW/DVD-ROM
ｺﾈｸﾀﾎﾟｰﾄ　USB2.0×3
Microsoft Office Home and
Business 2010　インストール済
マウス・テンキー付

・事前に不具合の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。
・ライセンス取得済みであること。
・ウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。
・設置後は動作確認を行うこと。
・配線及びネットワーク設定（ネットワークドライブ（共有フォルダの設定を含
む））を完了しておくこと。
・SDHCカードの読取りが可能であること。
・発注者の指示するLAN構築を行うこと。
・光学式マウス及び必要に応じマウスパッドを付属しておくこと。
・他のソフトがインストール可能な状態にしておくこと。

9 ○ ○
インクジェットプ
リンター

A3ノビ対応
印刷能力　A4普通紙10枚/分（カ
ラー）
用紙サイズ:A4、B4、A3、B5、ハ
ガキ
用紙タイプ：普通紙、厚紙、再生
紙

・納品時のインクは新品の状態にしておくこと。
・接続機材、ケーブル等も用意すること。
・使用マニュアルを備えておくこと。
・不具合が生じた場合は速やかに復旧又は代替品を準備し対応すること。

10 ○ ○ ホワイトボード
板面：W1,800×H900㎜
両面白板　キャスター付

・きれいなものを用意すること。

11 ○ ○ 整理棚
W900×D450×H1,800mm程度
天地5段

・きれいなものを用意すること。
・転倒防止策を実施すること。
・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。

12 ○ 衝立パネル
W900×H2,100㎜
ハードパネル  白色（防炎）

・傷や汚れがないものとすること。
・足下（ベース）の養生が必要な場合は、受注者にて用意すること。

13 ○ 布パーテーション
W1,800×H1,500mm程度
防炎

・四つ折り可能なものを用意すること。

14 ○
ベルトインパー
テーション

φ330×H900 L1,500程度 ・きれいなものを用意すること。

15 ○
ポールパーテー
ション

・きれいなものを用意すること。

16 ○
プラスチック
チェーン

・きれいなものを用意すること。

17 ○ 植栽
H2m程度
プラスティック製鉢カバー付

・大会期間中、設置場所の変更が想定されるため、発注者の指示に応じて移動させ
ること。
・屋内で使用することから泥汚れなどが生じないものとすること。
・葉が茂っていること。
・大会期間中、枯れないように水やりなど適宜管理すること。
・樹種は、発注者と協議の上決定すること。
・植栽の種類は統一し、会場の景観を損なわないようにすること。
・風で倒れないように設置すること。

18 ○ ハンガーラック 10人用 ・きれいなものを用意すること。
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19 ○ ハンガー
・きれいなものを用意すること。
・コートがかけられるサイズを用意すること。

20 ○ ○ デジタル無線機

5W/30ch
イヤホン、ピンマイク
充電器
ベルトクリップ付キャリングホル
ダー

・使用に際して、免許不要のものを用意すること。
・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。
・充電済みの状態で引き渡し、１回の充電で８時間程度使用できること。
・充電器は連結式とするか、無線機台数分のＯＡタップを用意すること。

21 ○ 脱衣かご
450×320×H750㎜程度
2段式 キャスター付

・割れたものなど破損の無いものを用意すること。
・きれいなものを用意すること。

22 ○ 審判台屋根加工 ・飛込競技審判用の台に屋根加工をし、日よけ対策を講じること。

23 ○ 扇風機 ・配線は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。

24 ○ 工業用扇風機 100ｖ

・きれいなものを用意すること。
・据置型であること。
・配線の作業をすること。
・通路の配線箇所にはケーブルプロテクター等を使用し、安全な配線工事を行うこ
と。
・水にぬれる場所で使用するため、安全対策を行うこと。

25 ○ ○ コードリール 30m　漏電ブレーカー付
・きれいなものを用意すること。
・電気機器、OA機器等使用可能な状態（配線）にしておくこと。

26 ○ ○ どぶづけ
150L程度  スタンド付
ドリンクが置ける蓋付

・清潔なものを使用すること。
・水漏れの無いよう万全の状態にすること。

27 ○ ○ ブルーシート
3,600×5,400mm程度
#3000(厚手)

・きれいなものを用意すること。
・固定する際に、粘着等が床に残らないように設置すること。

28 ○
ステージ（表示盤
用）

W1,800×D900×H600
上部：防滑性ビニール床材

・強固なものとすること。

29 ○
インタビューボー
ド

2,100×1,800
・きれいなものを用意すること。
・転倒防止策を施すこと。

30 ○ ○ 大会名横看板 9,000×900
・きれいなものを用意すること。
・落下防止策を施すこと。

31 ○ 大会名横断幕 9,000×900
・きれいなものを用意すること。
・落下防止策を施すこと。

32 ○ ○ 大会名立看板 900×1,800+500
・きれいなものを用意すること。
・看板スタンド等を準備し、転倒防止策を施すこと。

33 ○ ○
立掛式看板用ウェ
イト

Ｉ型タイプ
・看板1枚につき、看板用スタン
ド2個（差込口：30mm以上）と
ウェイト2個以上

・発注者製作看板用。
・保管場所から競技会場への搬入・搬出は実行委員会で実施する。
・倒飛壊等が生じないように設置すること。


