
特記仕様書

【共通項目】

・仕様・規格については、下表に定めのない場合は同等品以上のものとする。

・仮設物等は、施設備品等に紛れることがないよう簡単に区別できるようにすること。

・本業務の実施に際しては、既存施設や常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生を講じること。

・養生等に必要な物品は受注者が用意すること。

・施設備品を使用する場合の設置撤去費も含むこと。

・建築確認申請等が必要な場合は、各種申請に係る費用を含めること。

名称 仕様・規格 特記事項

1 パイプテント

1.5間×2間
2間×3間
3間×4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 タープテント 3m×3m

・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。

3 横幕
2間、3間、5間
ターポリン・白色（防炎）

・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。

4 雨どい
2間、4間、造作
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。

5 事務机
W1000×D700×H700mm程度
片袖がついているものとする

・きれいなものを用意すること。

6 事務椅子
W550×D550×H800mm程度
肘付で布張りのものとすること

・きれいなものを用意すること。

7 診察台 角枕付 ・清潔なものを使用すること。

8 丸椅子 ・きれいなものを用意すること。

9 簡易ベッド パイプ式
・清潔なものを使用すること。
・布団のずれ落ち防止用ベッドガード付。

10 寝具
敷布団、毛布、掛布団、シーツ、
枕

・清潔なものを使用すること。
・予備シーツを用意すること。

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

12 担架
W2100×D540mm
スチールパイプ 床部帆布肩吊紐
付

・清潔なものを使用すること。

13 車椅子 W500×D900mm程度

・清潔なものを使用すること。
・福祉用具JISマーク認証を取得済みのこと。
・介護者用ハンドブレーキ付き。
・ゆがみや車輪に不具合のないものを用意すること。
・空気圧調整済みであること。

14 布パーテーション
W1800×H1500mm程度
防炎

・きれいなものを用意すること。
・三つ折り可能なものを用意すること。

15 デコラテーブル
W1800×D450×H700mm
W1800×D600×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。

16 テーブルクロス 紺色

・きれいなものを用意すること。
・テーブルの足下まで届くものを用意すること。
・指定された幅をテーブルに掛け、四方を折り込むなどして体裁を整えること。
・画びょう・安全ピン等、針がある物品を使用する場合、撤去時は、落下等による
紛失が無いよう確実に回収すること。

17 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。
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名称 仕様・規格 特記事項

18 ノートパソコン

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　15ｲﾝﾁ以上
OS　Windows10以上
Core　i5以上搭載
CPU　3GHz以上
ﾒﾓﾘ　8GB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。
・Adobe Acrobat Reader をインストールしておくこと。
・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。

19
インクジェットプ
リンター

賞状を印刷するため、背面給紙タ
イプで顔料インク対応のもの
用紙サイズ：A3、B4、A4、B5、ハ
ガキ対応
処理能力：10枚/分以上（A4普通
紙カラー）
用紙タイプ：普通紙、厚紙、再生
紙

・納品時のインクカートリッジは新品を準備すること。
・予備のインクカートリッジを用意しておくこと。
・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。
・接続機材、ケーブル等を用意すること。
・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。
・記録・広報作業所に設置するプリンターには、顔料インクを別に１つ準備するこ
と。

20
インクジェット複
合機

卓上型
カラーコピー・プリンター・ス
キャン対応
最大原稿サイズ  A3
複写サイズ  A3～B5
処理能力  20枚/分以上（A4）
幅500×奥行750mm程度

・納品時のトナーカートリッジは新品を準備すること。
・1台あたり1000枚までのカウント料(モノクロ)を受注金額に含めること。
・撥水紙への印刷が可能なものとすること。
・PCと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。
・接続機材、ケーブル等を用意すること。
・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すみやかに復旧または代替品を準備し対応すること。

21 デジタル複合機

カラーコピー・プリンター・ス
キャン対応
用紙サイズ：A3、B4、A4、B5
処理能力：30枚/分以上（A4）
給紙方式：500枚×4段

・納品時のトナーカートリッジは新品を準備すること。
・1台あたり5000枚までのカウント料(モノクロ)を受注金額に含めること。
・撥水紙への印刷が可能なものとすること。
・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。
・接続機材、ケーブル等を用意すること。
・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すみやかに復旧または代替品を準備し対応すること。
・床などを傷めないように移動、設置すること。

22 ラミネーター
最大ラミネート幅/320mm
定格使用時間/4時間
ラミネート速度　A4　13秒/枚

・きれいなものを用意すること。
・不具合が生じた場合は速やかに復旧、または代替品を準備し対応すること。

23 LAN設定

・ネットワーク内のノートパソコンにおいて、データ共有、プリンター利用を可能
とすること。ただし、接続方法（有線または無線）については現地調査及び実行委
員会と協議し決定すること。
・PC、プリンターなどの接続は指示を仰いで行うこと。
・LANケーブルは、カテゴリー5ｅ100BASE-TX以上を使用のこと。
・設置に必要なケーブルやルーター、ハブなどは受注者が設置すること。
・配線は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。

24 Wi-fiルータ
ポケットWi-fi
インターネット設定を含む
(LTE・WiMAX2+など)

・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること。
・SSIDパスワード等を明記した資料を準備しておくこと。
・利用にかかる通信費及び回線契約料も委託料に含むものとする。
・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状
態にすること。また、業務に支障のない回線速度であるか、送受信等の試験をあら
かじめ行うこと。
・トラブルが生じた場合、発注者と協議し、直ちに対応すること。

25 延長コード
3口以上
5m以上

・断線のないように確認しておくこと。
・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 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。

27 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

・きれいなものを用意すること。
・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。

28 冷風扇
気化式冷風機
タンク容量50L以上

・きれいなものを用意すること。
・単相100Vで作動し、風量を可変できること。
・排熱を出さないこと。
・配線の作業をすること。
・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。
・キャスター付きで移動可能であること。
・床などを傷めないよう移動、設置を行うこと。
・給排水管理は受注者で行うこと。

29 発電機
25KVA
超低騒音タイプ
ビックタンク標準装備

・設置届は必要書類を準備し発注者押印の上で所轄消防署等に提出すること。
・諸室指示書を確認し必要な設備を設置すること。
・建築物への隣接の場合、3ｍ以上の離隔をとること。
・大会期間中は随時燃料の残量を確認し、燃料補給を行うこと。
・燃料補給に要する費用は全て受注者が負担すること。
・燃料補充時はエンジンを停止して給油をすること。
・大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。
・安全上、設置後は周囲に安全柵を設置すること。
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名称 仕様・規格 特記事項

30 電気設備

①主幹40A
  15A×4回路＋コンセント1個
②主幹40A
  15A×4回路＋コンセント3個
③主幹50A
  15A×8回路＋コンセント11個

・別紙「電気設備図」を参考とし、各回路を設置すること。
・配線工事は資格取得業者で行うこと。
・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。
・施工前に会場管理者と十分な協議を行い設置すること。
・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。
・雨などによる漏電がおきないように対策を行うこと。

31 蛍光灯 FL40W・白色

・別紙「電気設備図」を参考とし、設置すること。
・設置工事は資格取得業者で行うこと。
・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。
・施工前に発注者と十分な協議を行い設置すること。
・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。
・蛍光灯が切れた際は直ちに交換を行うこと。
・雨などによる漏電がおきないように対策を行うこと。

32 衝立パネル
W900×H2100㎜
ハードパネル  白色（防炎）
ハードパネル　黒色（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。

33
衝立パネル（ドア
付）

W900×H2100㎜
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。

34
イレクターフェン
ス

W1800×H1100mm程度
・きれいなものを用意すること。
・転倒などが生じないようにすること。

35 カラーコーン
コーンベット付　2.0kg以上
赤または青

・きれいなものを用意すること。

36 コーンバー
L2000mm 反射テープ付
黒と黄色または青と白のストライ
プ

・きれいなものを用意すること。

37 フロアシート
防炎
わさび色

・傷や汚れの無いものを用いること。
・たるみ、隙間が出ないよう配慮し十分に固定すること。
・施設を傷つけないよう配慮すること。
・設置する際に、粘着剤等が床に残らないよう設置すること。

38 コンパネ 900×1800㎜　t=12mm程度
・反りの無いものを用意すること。
・人工芝上に敷設するため、撤去後は現状回復を行うこと。

39 ブルーシート
3600×5400mm程度
♯3000(厚手)

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

40 ステップボード t＝42mm程度
・組み合わせて通路として使用できるもの。
・取り外し可能なもの。

41 玄関吸水マット 900×1200mm程度 ・きれいなものを用意すること。

42 整理棚
W900×D450×H1800mm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。

43 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。

44 ハンガーラック 10人用 ・きれいなものを用意すること。

45 電気ポット
3L湯沸し、ボタン式
保温機能付き

・きれいなものを使用すること。

46 湯茶セット 急須1個，湯呑10個・茶托10組 ・きれいなものを用意すること。

47 消火器 ABC10型  スタンド式
・新品とすること。
・使用した場合は、都度交換すること。

48 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。

49 賞状盆
尺八（A3判用）
黒色

・きれいなものを用意すること。

50 ホワイトボード
板面：W1800×H900㎜
両面白板　キャスター付

・きれいなものを用意すること。
・ホワイトボード1台につき消耗品（マーカー黒・赤・青各1本（新品）・マーカー
消し1個（新品）・カラーマグネット10個・マグネットバー5本）を用意すること。

51 レターケース A4サイズ　5段 ・きれいなものを用意すること。

52
ステップ
(仮設通路)

W1800㎜　2段

・別紙「仮設通路図」を参照すること。
・きれいなものを用意すること。
・施工前に発注者と十分に協議を行い設置すること。
・十分な安全対策を行うこと。
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名称 仕様・規格 特記事項

53 テント足上げ材 H700㎜以上

・別紙「仮設通路図」を参照すること。
・アリーナのドアが開放できるよう、テントの高さを調整すること。
・足上げ部材は十分に強度のある材料を使用すること。
・十分な安全対策を行うこと。
・施工前に発注者と十分に協議を行い設置すること。

54 クーラーボックス
80L程度(内寸:L560×W300㎜以上)
20L程度

・清潔なものを用意すること。
・持ち運び可能な取手が付いているもの。

55 仮設スタンド 188席

・別紙「仮設スタンド設備図」を参照すること。
・十分に強度のある材料を使用すること。
・落下や転倒が生じないよう十分に安全対策を行うこと。
・床に傷がつかないよう十分に養生を行うこと
・施工前に発注者と十分に協議を行い設置すること。

56
ステップ
(仮設スタンド)

W600mm

・別紙「仮設スタンド設備図」を参照すること。
・きれいなものを用意すること。
・施工前に発注者と十分に協議を行い設置すること。
・十分な安全対策を行うこと。

57 拡声器 ショルダー型
・きれいなものを用意すること。
・電池を含む。

58 スリッパ
サイズ:フリー
材質：ビニール

・きれいなものを用意すること。
・色や形状で施設備品と容易に区別できるもの。
・50足をひとまとめにして、収納ケースにしまうこと。

59 ランタン
LED
200ルーメン程度

・きれいなものを用意すること。
・防水加工が施されていること。
・取手付きで持ち運び可能なもの。
・電池式(必要な電池は受注者で用意すること)。

60 仮設トイレ

W850×D1500×H2500mm程度
男女兼用タイプ
ペダル式軽水洗
便槽の容量370L以上
し尿汲取り業務を含む

・きれい、清潔なものを用意すること。
・風雨対策を施すこと（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）。
・大会期間中、メンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。
・メンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、汚物入れ用ゴミ袋以
外）は準備すること。
・男女の表示をすること（男性用4基、女性用8基）。
・防臭対策を施すこと。
・し尿汲取りの手配は受注者で行い、実績報告をすること（回数・量）。なお、こ
れに要する費用は受注者の負担とする。

61 手洗い器
W1000×D600×H1500mm程度
80L以上貯水できるもの

・きれい、清潔なものを用意すること。
・薬用石鹸を準備すること。
・風雨対策を施すこと（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）。
・大会期間中、メンテナンス及び必要に応じて水及び薬用石鹸の補給を行うこと。
・給水タンクおよび汚水タンク付きであること。
・給排水管理を含む。

62 目隠しパネル W1800×H2000mm程度

・きれいなものを用意すること。
・トイレが外部及び会場内から見えないように施工すること。
・風雨対策を施すこと。
・男女トイレ境界も目隠しパネルを設置すること。

63 音響設備

コンパクトディスクプレーヤー
ライブ・ミキシング・コンソール
デジタルグラフィックイコライ
ザー
スプリッター
ハイ・インピーダンス・アンプ
スタンドスピーカー

・別紙「放送設備図」の通り、放送・進行席のアナウンスを競技会場内の既存ス
ピーカーとあいハウジングドーム松元に設置されるスタンドスピーカ-で放送できる
ものであること。
・競技場の周辺環境等を考慮した設置計画とすること。
・各機材の接続に必要なケーブル等を用意し、動線に配慮した配線を行うこと。
・会期中は熟練した機材オペレーターを常駐させ、進行表及び放送原稿に沿った運
営業務（BGM等含む）を行うこと。また、競技役員及び競技会係員（式典表彰係）と
事前に打合せを行い、操作説明を行うこと。

64
監督会議場設営・
撤去

場所：あいハウジングドーム松元

・10月7日に実施される監督会議に合わせ、別紙「監督会議会場図」の通り、選手集
合所及び選手控所における仮設物の配置転換を行うこと。
・監督会議終了後は、直ちに選手集合所及び選手控所の再設営を行うこと。
・設営、撤去については、発注者と十分協議のうえ、対応すること。

65
式典会場設営・撤
去

場所：あいハウジングアリーナ松
元

・10月8日、10月11日、10月12日に実施される式典に合わせ、別紙「式典会場図」を
参考に、アリーナ内における仮設物の配置転換を行うこと。
・10月8日、10月11日の表彰式終了後は、競技団体と協力し直ちにコートの再設営を
行うこと。
・設営、撤去については、発注者と十分協議のうえ、対応すること。

66
プラカードスタン
ド

鉄板ベース
W300×D300×H200mm程度(白)

・きれいなものを用意すること。
・プラカードを倒れずに立てられるものであること。

67
プラカード(両面)
大会名

スチレンボード
W1200×H400+柄700mm
持ち手：面取り・白塗装

68 プラカード(両面)
スチレンボード＋垂木
W750×H250＋脚700mm
持ち手：面取り・白塗装

・デザイン等は発注者と協議の上で作成すること。
・印字はインクジェット出力又はカッティングとすること。
・持ち手部分は面取りをすること。



特記仕様書

名称 仕様・規格 特記事項

69
インタビューボー
ド

軸木製　ベニヤ張り
W1800×2100mm

70 成績掲示板
軸木製　ベニヤ張り
W3600×H1800+脚500mm

71 大会名横看板
軸木製　ベニヤ張り
W9000×H900mm

72 旗看板
軸木製　ベニヤ張り
W1200×H800mm

73 大会名看板(両面)
軸木製　ベニヤ張り
W900×1800+脚500mm

74 監督会議横看板
ユポ紙
W3600×H450mm

75 会場案内図
軸木製　ベニヤ張り
W1800×H1800+脚500mm

76 立看板
軸木製　ターポリン
W450×H1500＋脚300mm
W600×H1500＋脚300mm

77 立札(片面)
スチレンボード
W300×H600+脚600mm

78 紙札
A3サイズ
ラミネート紙

・片面
・デザイン等は発注者と協議の上で作成すること。
・印字はインクジェット出力又はカッティングとすること。
・設置場所・日時は発注者と協議すること。

79 卓球台等運搬
指定した日時に物品の搬入・搬出
を行うもの

・あいハウジングアリーナ松元備品の卓球台等について次の通り運搬を行う。
・台数：40台（折り畳み可）。
①10月5日：あいハウジングアリーナ松元から松元中学校体育館（鹿児島市上谷口町
2994-2）及び松元小学校体育館(鹿児島市上谷口町956-1)。
②10月13日：松元中学校体育館及び松元小学校体育館からあいハウジングアリーナ
松元。
・実行委員会と事前の打ち合わせを行い、物品の運搬においては、物品の点検を行
ない、事故や毀損等がないよう細心の注意を払うこと。

・デザイン等は発注者と協議し作成すること。
・設置方法は自立式または立掛式とし、設置場所・日時は発注者と協議すること。
・倒飛壊等が生じないようにウェイトを設置すること。
・取付に必要な材料は受注者で用意すること。


