
【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
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
1.5間、2間、3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。

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
テントウエイト（重
り）

１脚あたり60kg以上（鋳物等）

・きれいなものを使用すること。
・関係者、来場者の安全を考慮し、ターポリン生地で危険のないようカバー（白色）を取り付け
ること。（必要なければ削除すること。）
・砂袋での代替は不可とする。（必要なければ削除すること。）

5 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。

6 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。

7 洗面器 ステンレスタイプ ・清潔なものを使用すること。

8 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。

9 デコラテーブル W1800×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。

10 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。

11 ベンチ
樹脂製
W1800×D410×(座面400)mm

・きれいなものを用意すること。

12 ノートパソコン

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　15ｲﾝﾁ以上
OS　Windows10
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
光学ドライブ　CD-RW/DVD-ROM
ｺﾈｸﾀﾎﾟｰﾄ　USB2.0×3
Microsoft Office Home and Business
2010以上　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。

13
インクジェットプリ
ンター

A3ノビ対応
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。
（表彰状の印刷のある競技の場合）
・〇〇（諸室名）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。

14 デジタル複合機

カラーコピー・プリンター（・スキャ
ナー・FAX対応）
用紙サイズ：A3、B4、A4、B5
処理能力：40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、5,000枚（カラー2,000枚／モノクロ3,000枚込）までのカウント料を含めること。
・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。
（・FAX機能が使用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。

15 電話回線工事

・電話の契約及び工事に係る費用は全て受注者にて負担すること。
・使用料、電話及びFAXの通話料に関しては、受注者が負担とする。
・配線に関しては、必要に応じ養生を行うこと。
・契約締結後、発注者と電話番号、FAX番号取得時期を協議し、番号が決まり次第、発注者に報告
すること。

16 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。

17 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。



名称 仕様・規格 特記事項

18 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。

19 拡声器 ショルダー型
・きれいなものを用意すること。
・電池含む。

20 スポットクーラー 100v1HP以上

・キャスター付
・エアコン動作音が小さいものであること。
・配線の作業をすること。
・設置場所は、発注者と協議し決定すること。
・床などを傷めないよう移動、設置を行うこと。

21 布パーテーション
W1800×H1500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。

22 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。

23 コーンバー
L2000mm 反射テープ付
黒と黄色のストライプ

・きれいなものを用意すること。

24 ブルーシート 3600×5400mm程度
・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。

25 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。

26 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。

27 ハンガーラック 10人用 ・きれいなものを用意すること。

28 スタンド灰皿 ・きれいなものを用意すること。

29 消火バケツ ・きれいなものを用意すること。

30 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。

31 プラスチックごみ箱
90L程度
45L程度

・きれいなものを用意すること。

32 脱衣かご
500×350×200mm程度
プラスチック製

・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。

33 賞状盆
尺八（A3判用）
黒色

・きれいなものを用意すること。

34 白手袋 ・きれいなものを用意すること。

35 演台
W900×D450×H1000mm程度
全面白

・きれいなものを用意すること。

36 演壇
W1800×D200×H1800mm程度
側面は白
上部はﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ(赤)仕上げ

・きれいなものを用意すること。

37 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　A3　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。

38 台車 ブレーキ付・745×480×855㎜以上 ・きれいなものを用意すること。

39 冷蔵庫 容量 120Ｌ程度
・きれいなものを用意すること。
・絶縁等不備が無いか事前に確認しておくこと。

40 クーラーボックス

50L程度
内寸W545×D310×H300程度
内寸W590×D355×H370程度
キャスター付

・きれいなものを用意すること。

41 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。

42 レターケース
A4サイズ
5段、10段

・きれいなものを用意すること。
・設置については、転落防止策（台への固定等）を講じること。

43 テプラ テプラPRO SR750
・テープは受注者が準備するため同等品不可とする。
・新品の電池を用意すること。

44 ウォーターサーバー W313×D323×H966程度 ・飲料水がなくなったら新しいボトルと交換すること。

45
ウォーターサーバー
ボトル

12Ｌ



名称 仕様・規格 特記事項

46 立看板

ターポリン＋軸木製
W450×H1500＋脚300
W900×H1500＋脚500
W900×H1800＋脚500

47 吊看板
メッシュターポリン
W1800×H1800

48
吊看板
（旗看板）

スチレンボード
W1200×H800

49 大型看板

出力シート＋軸木製
スチール複合板＋軸木製
W1500×H450＋脚700
W1800×H1800＋脚500
W3600×H1800＋脚500

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

・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。


