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1 1 Ⅱ-1 執務用机 2

下線部を追記してはいかがでしょうか。
「キャスター付きのもの。ロック機能を有し、ロッ
ク時には安定した固定が可能であるもの。脚の形状
は四角、色はブラック。床の不陸調整可能なアジャ
スター機能を有すること。」

不陸調整機能がついている机であれば、床レベルが
違う時に調整ができ、机同士の高さのガタツキを軽
減できるため。

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、ロック機能
を有し、ロック時には安定した固定が可能であるとの現状の
仕様でご提案の機能は十分読み込めると考えておりますの
で、仕様は修正致しません。

2 1 Ⅱ-1 執務用机 3

参考製品の天板色「TJY2261：モードウォールナッ
ト」の木目は明るいとは言い難く、「明るい木目」
とは例えば「アイカ工業：JC-341K」程度と修文して
はいかがでしょうか。
（参考：別添資料1）

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、提示した参
考品版の天板色が、入札参加者の製品選定の際に、誤認には
までは繋がらないと考えております。このため、仕様は修正
致しません。

3 1 Ⅱ-1 執務用机 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
「幕板：軽量且つ壊れにくい素材（フェルト等）を
採用すること。透明のものは不可。」

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、入札参加者
の製品選定の際に、誤認にはまでは繋がらないと考えており
ます。このため、仕様は修正致しません。

4 1 Ⅱ-1 執務用机 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。

 鞄掛け用フック2か所あり。（フック向きはデスク

内側）

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 ご認識のとおりですが、対象製品の執務用机は２名で使うこ
とが想定されるものですので、入札参加者の製品選定の際
に、誤認にはまでは繋がらないと考えております。このた
め、仕様は修正致しません。

5 1 Ⅱ-1 執務用机 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
電源コンセントは（４口×2か所）天板の上に露出す
る形（インセット）とし、電源差込口にカバーが付
いていること。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避け、且つ液
体漏れによる漏電防止のため。

電源コンセントについては、ご認識のとおりですが、対象製
品の執務用机は２名で使うことが想定されるものですので、
入札参加者の製品選定の際に、誤認にはまでは繋がらないと
考えております。このため、仕様は修正致しません。また、
電源差込口に必ずしもカバーがあることまで不可欠と考えて
いないため、仕様は修正致しません。

6 1 Ⅱ-1 執務用机 3
下線部を追記してはいかがでしょうか。
「配線カバーは開閉式であること。」

天板上の配線カバーは開閉式であれば、電源以外の
配線（モニターのHDMIケーブルや電話線など）が容
易に行えるため。

電源差込口に必ずしもカバーがあることまで不可欠と考えて
いないため、仕様は修正致しません。

7 1 Ⅱ-1 執務用机 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
「天板最大積載質量60㎏（等分布質量）以上である
こと」

製品の安全性を担保するため。 安全性確保の観点は大事な視点ですが、最大積載質量を指定
した仕様に馴染みがなく、結果的に競争参加者を制限する恐
れがあると考えております。このため、仕様は修正いたしま
せん。なお、什器メーカー各社の執務用机を使わせていただ
き、参考品番記載の商品であれば、積載量の観点では問題無
いと考えております。

8 1 Ⅱ-1 執務用机 3

記載の参考品番はWEBカタログ上に詳細な材質等の表
示がないなど製品確認が困難な部分があるため、複
数社の参考品番を列記されてはいかがでしょうか。
（別添資料２）

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいたご意見を踏まえ、参考品番は複数社列記すること
といたします。

（参考品番）
・アイリスチトセ：FDCT-1214-AM-B-MTSP（コンセント付デス
ク）/FDCT-FK-MTSP（かばんフック）/FDCT-SNK（ケーブルガ
イド）/FDCT-MP-MTSP（幕板）
・オカムラ　アプションフリー２：3Y2E1L-MAY1（デスク）
/DD880Y-GA44（コンセント）/3Y91AA-G721（カバータイプ）
/3Y895P-T01（かばんフック）/DD285Z-G967（ケーブルガイ
ド）/3Y67BE-FJE5（幕板）

9 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 3

塗装の表現を追記してはいかがでしょうか。
本体色：ブラック、表面仕上げは指紋の目立ちにく
い塗装仕上げ（例えばサテン調）とすること

艶のある塗装の場合、指紋・傷・汚れが目立つた
め。

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、多くの競争
参加者を確保する観点からは、ブラックの記載のみで十分と
考えております。このため、仕様は修正いたしません。

10 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 3

参考製品の天板「SSN45-T90- MTSP」の木目は明るい
とは言い難く、「明るい木目」とは例えば執務用机
同様に「アイカ工業：JC-341K」程度と修文してはい
かがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、提示した参
考品版の天板色が、入札参加者の製品選定の際に、誤認には
までは繋がらないと考えております。このため、仕様は修正
致しません。

11 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 4

ロッカー庫内に電源は必要でしょうか。 参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

ロッカー庫内の電源は不要と考えております。

12 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
ロッカーのプッシュ錠及びダイヤル錠用の非常解錠
キーを○本用意すること。

管理・運用上必要と思われるため。 いただいたご意見を踏まえ、プッシュ錠及びダイヤル錠の仕
様については、非常解除キーを用意するべく仕様を修正する
こととします。なお、非常解除キーの個数については、製品
により異なることた想定されるため、別途協議とさせていた
だきますが、共通の解除キーで全てのロッカーが開錠できる
のであれば、各フロアあたり３本程度用意していただくこと
を考えております。

プッシュ式及びダイヤル式の鍵が付いている商品について
は、非常用解除キーを用意すること。なお、個数については
別途協議とする。

13 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
1段ラテラルにラッチ機能を有すること。

安全性を考慮し、地震などの際に引出しが不用意に
出てくるのを防ぐため。

安全面に配慮いただいたご提案ですが、１段目でもあり仮に
地震により引き出しが不用意に飛び出たとしても、内容物が
落下する恐れまではないことから、仕様は修正する必要はな
いと考えております。ただし、提案を妨げるものではありま
せん。

14 1 Ⅱ-2 パーソナルロッカー 3

記載の参考品番はWEBカタログ上に詳細な材質等の表
示がないなど製品確認が困難な部分があるため、複
数社の参考品番を列記されてはいかがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいたご意見を踏まえ、参考品番は複数社列記すること
といたします。

（参考品番）
・アイリスチトセ：SSN45-PB4-NBK（2列2段）名刺ホルダー込
み/SSN45-LT1-NBK（1段ラテラル）SSN45-T90-MTSP（天板）
SSN45-BB-B-MTSP（ベース）
・オカムラ　ピクスライン：4Z32JE-ZK25（2列2段＋下段ラテ
ラル）/4B11AZ-MX61（天板）/4Z92ZZ-ZK25（ベース）
/4B981Y-G204・4B984Y-G204（名刺ホルダー※パーソナルロッ
カー分）

15 1 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

塗装の表現を追記してはいかがでしょうか。
本体色：ブラック、表面仕上げは指紋の目立ちにく
い塗装仕上げ（例えばサテン調）とすること

艶のある塗装の場合、指紋・傷・汚れが目立つた
め。

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、多くの競争
参加者を確保する観点からは、ブラックの記載のみで十分と
考えております。このため、仕様は修正いたしません。

16 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

「色：ブラック※本体、ベース、天板共通」とあり
ますが、天板もブラック色でしょうか。

参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

ご指摘ありがとうございます。天板の色は、仕様のとおり、
参考品番にある明るい木目調のものであり、ブラックは想定
しておりません。このため、仕様中の記載について、「色：
ブラック※本体、ベース」と修正します。

17 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

参考製品の天板色「MTSP」の木目は明るいとは言い
難く、「明るい木目」とは例えば執務用机同様に
「アイカ工業：JC-341K」程度と修文してはいかがで
しょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、提示した参
考品版の天板色が、入札参加者の製品選定の際に、誤認には
までは繋がらないと考えております。このため、仕様は修正
致しません。

18 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

必要棚板枚数を明記されてはいかがでしょうか。 参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、参考品番の
商品をWEBで確認する限り、「ローキャビネット３段両開き」
との記載があるため、詳細不明とのご指摘には当たらないと
思います。このため、仕様は修正致しません。なお、３段を
想定しております。

【参考品番URL】
https://www.irischitose.co.jp/uploads/2021/04/fea618d5a
fd312965964464868f9ec49.pdf

19 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
ロッカーのダイヤル錠用の非常解錠キーを○本用意
すること。

管理・運用上必要と思われるため。 いただいたご意見を踏まえ、プッシュ錠及びダイヤル錠の仕
様については、非常解除キーを用意するべく仕様を修正する
こととします。なお、非常解除キーの個数については、製品
により異なることた想定されるため、別途協議とさせていた
だきますが、共通の解除キーで全てのロッカーが開錠できる
のであれば、各フロアあたり３本程度用意していただくこと
を考えております。

プッシュ式及びダイヤル式の鍵が付いている商品について
は、非常用解除キーを用意すること。なお、個数については
別途協議とする。

20 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
棚板一枚あたりの最大積載質量50kg以上であるこ
と。

最大積載質量以上を棚板に載せると棚板が落下する
可能性があり、安全性確保のため。

安全性確保の観点は大事な視点ですが、最大積載質量を指定
した仕様はこれまでなじみはなく、競争参加者を制限する恐
れがあると考えております。このため、仕様は修正いたしま
せん。

「執務用机外4件の調達」の意見招請に対する回答について

No. 頁番号 項  目 意  見 回  答理由種類行番号
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No. 頁番号 項  目 意  見 回  答理由種類行番号

21 2 Ⅱ-3
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

記載の参考品番はWEBカタログ上に詳細な材質等の表
示がないなど製品確認が困難な部分があるため、複
数社の参考品番を列記されてはいかがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいたご意見を踏まえ、参考品番は複数社列記すること
といたします。

（参考品番）
・アイリスチトセ：SSN45-12H-B-MTSP（本体）/ SSN45-BB-B-
MTSP（ベース）/ SSN45-T90-MTSP（天板）
・オカムラ　レクトライン：4B33ZG-ZK25（本体）/4B92ZZ-
ZK25（ベース）/4B11DZ-MX61（天板）

22 2 Ⅱ-4
文書等保管用ローキャビネッ
ト

3

参考製品の天板「SSN45-T90- MTSP」の木目は明るい
とは言い難く、「明るい木目」とは例えば執務用机
同様に「アイカ工業：JC-341K」程度と修文してはい
かがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、提示した参
考品版の天板色が、入札参加者の製品選定の際に、誤認には
までは繋がらないと考えております。このため、仕様は修正
致しません。

23 2 Ⅱ-4 備品保管用ローキャビネット 3

塗装の表現を追記してはいかがでしょうか。
本体色：ブラック、表面仕上げは指紋の目立ちにく
い塗装仕上げ（例えばサテン調）とすること

艶のある塗装の場合、指紋・傷・汚れが目立つた
め。

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、多くの競争
参加者を確保する観点からは、ブラックの記載のみで十分と
考えております。このため、仕様は修正いたしません。

24 2 Ⅱ-4 備品保管用ローキャビネット 3

「色：ブラック※本体、ベース、天板共通」とあり
ますが、天板もブラック色でしょうか。

参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

ご指摘ありがとうございます。天板の色は、仕様のとおり、
参考品番にある明るい木目調のものであり、ブラックは想定
しておりません。このため、仕様中の記載について、「色：
ブラック※本体、ベース」と修正します。

25 2 Ⅱ-4 備品保管用ローキャビネット 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
棚板一枚あたりの最大積載質量50kg以上であるこ
と。

最大積載質量以上を棚板に載せると棚板が落下する
可能性があり、安全性確保のため。

安全性確保の観点は大事な視点ですが、最大積載質量を指定
した仕様はこれまでなじみはなく、競争参加者を制限する恐
れがあると考えております。このため、仕様は修正いたしま
せん。

26 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

参考製品の天板「SSN45-T90- MTSP」の木目は明るい
とは言い難く、「明るい木目」とは例えば執務用机
同様に「アイカ工業：JC-341K」程度と修文してはい
かがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、提示した参
考品版の天板色が、入札参加者の製品選定の際に、誤認には
までは繋がらないと考えております。このため、仕様は修正
致しません。

27 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

塗装の表現を追記してはいかがでしょうか。
本体色：ブラック、表面仕上げは指紋の目立ちにく
い塗装仕上げ（例えばサテン調）とすること

艶のある塗装の場合、指紋・傷・汚れが目立つた
め。

いただいた意見を踏まえ、検討いたしましたが、多くの競争
参加者を確保する観点からは、ブラックの記載のみで十分と
考えております。このため、仕様は修正いたしません。

28 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

「色：ブラック※本体、ベース、天板共通」とあり
ますが、天板もブラック色でしょうか。

参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

ご指摘ありがとうございます。天板の色は、仕様のとおり、
参考品番にある明るい木目調のものであり、ブラックは想定
しておりません。このため、仕様中の記載について、「色：
ブラック※本体、ベース」と修正します。

29 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

必要棚板枚数を明記されてはいかがでしょうか。 参考品番をWEBカタログで見る限り、詳細不明なた
め

ご指摘を踏まえ、必要棚板枚数を３段両開きと仕様に追記し
ます。

30 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
ロッカーのダイヤル錠用の非常解錠キーを○本用意
すること。

管理・運用上必要と思われるため。 いただいたご意見を踏まえ、プッシュ錠及びダイヤル錠の仕
様については、非常解除キーを用意するべく仕様を修正する
こととします。なお、非常解除キーの個数については、製品
により異なることた想定されるため、別途協議とさせていた
だきますが、共通の解除キーで全てのロッカーが開錠できる
のであれば、各フロアあたり３本程度用意していただくこと
を考えております。

プッシュ式及びダイヤル式の鍵が付いている商品について
は、非常用解除キーを用意すること。なお、個数については
別途協議とする。

31 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
棚板一枚あたりの最大積載質量50kg以上であるこ
と。

最大積載質量以上を棚板に載せると棚板が落下する
可能性があり、安全性確保のため。

安全性確保の観点は大事な視点ですが、最大積載質量を指定
した仕様はこれまでなじみはなく、競争参加者を制限する恐
れがあると考えております。このため、仕様は修正いたしま
せん。

32 2 Ⅱ-5
パントリー用ローキャビネッ
ト

3

記載の参考品番はWEBカタログ上に詳細な材質等の表
示がないなど製品確認が困難な部分があるため、複
数社の参考品番を列記されてはいかがでしょうか。

入札参加者の製品選定の際に、誤認を避けるため。 いただいたご意見を踏まえ、参考品番は複数社列記すること
といたします。

（参考品番）
・アイリスチトセ：SSN45-10H-B-MTSP（本体）/ SSN45-BB-B-
MTSP（ベース）/SSN45-T90-MTSP（天板）/SSN45-WRBX-B-MTSP
（配線・エンドパネル)
・オカムラ　レクトライン：4B33ZG-ZK25（本体）/4B92ZZ-
ZK25（ベース）/4B11WZ-MX61（天板）/4B167Y-ZK25(エンドパ
ネル)

33 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
納入製品はＩＳＯ基準を取得した工場で製造された
ものであり、カタログ掲載製品であること。

長きにわたって製品をお使いいただけるよう、安定
した製品供給体制があることが望ましいと考えられ
るため。また、標準製品化されていない特注製作品
は、突然の廃番や価格変更におけるリスクが想定さ
れるため。

商品代替性のある什器の調達では、調達時点で高品質のもの
を都度入札等を通じて調達することが合理的と考えます。こ
のため、仕様を修正する必要はないと考えております。

34 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
納入製品は現場での修理対応が可能であること。ま
た、首都圏内に修理部門の拠点があり迅速な修理対
応が可能であること。

長きにわたって製品をお使いいただけるよう、安定
した修理対応ができる体制があることが望ましいと
考えられるため。

修理体制が首都圏にあることは望ましいですが、交通手段が
発達した現在においては、首都圏に必ずしも修理部門の拠点
がある必要は必ずしもないと考えます。また納入製品が納品
先で修理可能かどうかはケースバイケースだと考えますの
で、必ずしも現場に拘る必要はないと考えます。このため、
仕様を修正する必要はないと考えております。

35 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
納入製品に不具合が生じた際には、翌日以内に応札
業者が現物確認し、適切な修理対応が可能であるこ
と。尚、ISO14001の審査登録済みの事業所発行のア
フターメンテナンス体制を提出すること。

長きにわたって製品をお使いいただけるよう、安定
した修理対応ができる体制があることが望ましいと
考えられるため。

安定した修理体制があることは望ましいですが、什器の性質
上、修理に一刻を争う性質のものではないと考えます。この
ため、ご提案のような内容について、仕様を修正する必要は
ないと考えております。

36 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
製品不具合が生じた際に、製品交換ではなくパーツ
交換が可能であること。また、製品パーツは標準化
されており、最小ロット（1パーツ）での購入が可能
であること。また、製品廃番後5年以上はパーツの供
給が可能であること。

環境配慮の観点から廃棄物量を減らすことができる
製品であることが望ましいと考えられるため。
また、長きにわたって製品をお使いいただくために
安定した修理対応ができる体制があることが望まし
いと考えられるため。

商品代替制のある什器の調達では、必ずしもパーツ交換等に
拘る必要はなく、調達時点で高品質のものを入札等を通じて
調達することも含め、幅広く調達手段が確保できるものと考
えます。このため、仕様を修正する必要はないと考えており
ます。
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37 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
採用製品の販売実績を添付資料として提出するこ
と。

採用製品の信頼性を担保するため。 各什器メーカー様の什器を比較させていただいた結果等を踏
まえ今般仕様を作成しております。そのため、販売実績を踏
まえて検討する必要はないと考えております。このため、仕
様を修正する必要はないと考えております。

38 3 Ⅳ その他 3

下線部を追記してはいかがでしょうか。
納入製品の追加購入をする場合に、少なくとも3年以
内は発注時と同価格で対応すること。

追加購入が発生した際に、購入が可能であることを
担保するため。

商品代替制のある什器の調達では、必ずしも同製品に拘る必
要はなく、調達時点で高品質のものを入札等を通じて調達す
ることが重要と考えております。このため、価格維持の点を
含め、仕様を修正する必要はないと考えております。

39 3
Ⅲ．納期（納品場所）及び数

量

参考品番もしくは同等品にて、複数のメーカー製品
（３～４社）を活用してよろしいでしょうか。勿
論、部局やフロア単位で混在させない等、管理上支
障がない範囲とします。

各種メーカーを取扱える販売店の立場として大量の
商品供給に対し、１メーカーへ集中する依存リスク
を回避する為。又、契約者となった際、現在のコロ
ナ禍においては更に不測の事態に備える必要があり
安心安全な供給体制の確保の観点から。

参考品番もしくは同等品にて、複数のメーカー製品を活用す
ることで差し支えありません。また、部局又はフロア単位で
は、混在させない方が統一感があり、ありがたいと考えてお
ります。

40 3
Ⅲ．納期（納品場所）及び数

量

参考品番もしくは同等品にて、商品群毎に複数の
メーカー製品（３～４社）を活用してよろしいで
しょうか。勿論、部局やフロア単位で混在させない
等、管理上支障がない範囲とします。

各種メーカーを取扱える販売店として、各メーカー
の商品群毎の機能、デザイン、コスト、実績等を吟
味し、最適な製品を選択して提供する為。

参考品番もしくは同等品にて、商品群毎に複数のメーカー製
品を活用することで、差し支えありません。また、部局又は
フロア単位では、混在させない方が統一感があり、ありがた
いと考えております。

41 1 Ⅱ.品目
１．執務用机仕様：天

板

抗菌加工について、SIAAマークが付いたメラミンと
は、製品そのものにマークが必要でしょうか。ま
た、エビデンスを提示した上で他の抗菌加工製品は
認められないのでしょうか。

完成品その物にマークが付与されてない場合は別紙
等での証明書の提出で構わないでしょうか。また、
SIAAマークは無くとも、限定されず他の優れた抗菌
加工製品を選択肢として広げ機会を得るため。

完成品その物にマークが付与されてない場合は別紙等での証
明書の提出で差し支えありません。また、エビデンスがあれ
ば他の抗菌加工製品も認めたいと考えております。

42 3 Ⅳ その他 3

製品が小ロットから供給できることを仕様書に明記
した方が望ましい。
追加が発生した場合の追加購入は今後考えられる事
である。
総合カタログ掲載商品ではないので懸念される事項
です。

大口購入後の小ロット注文の対応が必要なため。 商品代替制のある什器の調達では、必ずしも同製品の追加購
入に拘る必要はなく、調達時点で高品質のものを入札等を通
じて調達することが重要と考えております。このため、小
ロットから供給できることを、仕様を修正する必要はないと
考えております。

43 3 Ⅳ その他 3

製品の部品供給について、明記した方が望ましい。
一部破損、故障等は今後考えられる事項であり、対
応年数も8年または15年と長い。そのため、製品廃盤
後5年以上は修理用部品の供給が可能であることを明
記した方が望ましいと思われる。

的確なアスターサービス体制が必要なため。 安定した修理体制があることは望ましいですが、商品代替制
のある什器の調達では、必ずしもパーツ交換等に拘る必要は
なく、調達時点で高品質のものを入札等を通じて調達するこ
とも含め、幅広く調達手段が確保できるものと考えます。こ
のため、仕様を修正する必要はないと考えております。

44 1 7～22 仕様 2

「１．執務用机（兼打合せ用机）」について、基本
仕様は「仕様書（案）」と同等程度とし、天板面に
は電源コンセント以外の電話・ＬＡＮケーブルの配
線孔付とした方が良いのではないかと考える。参考
品番に、弊社製品を御提案致します。

固定電話や業務用端末・専用端末等を設置する場
合、電源以外のケーブル通線孔があった方が機能
的・実用的である為。

本館改装を契機にIP電話を職員のコミュニケーションツール
の基本とすることを考えております。また、PCは既に無線LAN
のため、電源コンセント以外の配線は基本的には考えており
ません。このため、参考品番には加えませんが、参考品番に
あるものと同等もしくはそれ以上のものの提案を歓迎いたし
ますので、積極的にご提案いただけると幸いです。

45 1・2 26～4 仕様 2

「２．パーソナルロッカー」について、基本仕様は
「仕様書（案）」と同等程度とし、パーソナルロッ
カー部分の庫内有効高さをＨ４００→Ｈ４２１で可
動式棚板付にした方が良いのではないかと考える。
参考品番に弊社製品を御提案致します。

高さ方向の有効寸法の拡大と可動式棚板の装備は、
ノートＰＣやＡ４サイズの書類・ファイルの収納に
あたり、利用者の収納内容に合わせて収納でき、機
能的・実用的である為。

参考品番記載の商品についてもA4相当のファイルが格納でき
るため、仕様を修正する必要はないと考えております。ま
た、参考品番には加えませんが、参考品番にあるものと同等
もしくはそれ以上のものの提案を歓迎いたしますので、積極
的にご提案いただけると幸いです。

46 2 8～17 仕様 2

「３．文書等保管用ローキャビネット」について、
基本仕様は「仕様書（案）」と同等程度とし、ベー
スについては「シングルベース」ではなく「ダブル
ベース」の方が良いのではないかと考える。参考品
番に、弊社製品を御提案致します。

キャビネット設置時に高さ調整の為、床とベースの
すき間が大きなり書類等がベースの下にもぐってし
まう恐れがある。ダブルベースであれば、床とベー
スのすき間を極力抑えることができる為、書類や小
物類の紛失事故を減少させることができる為。

調達コストと性能を踏まえ現在の使用を作成しております。
参考品番には加えませんが、参考品番にあるものと同等もし
くはそれ以上のものの提案を歓迎いたしますので、積極的に
ご提案いただけると幸いです。

47 2 21～30 仕様 2

「４．備品保管用ローキャビネット」について、基
本仕様は「仕様書（案）」と同等程度とし、ベース
については「シングルベース」ではなく「ダブル
ベース」の方が良いのではないかと考える。参考品
番に、弊社製品を御提案致します。

キャビネット設置時に高さ調整の為、床とベースの
すき間が大きなり書類等がベースの下にもぐってし
まう恐れがある。ダブルベースであれば、床とベー
スのすき間を極力抑えることができる為、書類や小
物類の紛失事故を減少させることができる為。

参考品番には加えませんが、参考品番にあるものと同等もし
くはそれ以上のものの提案を歓迎いたしますので、積極的に
ご提案いただけると幸いです。

48 2・3 34～10 仕様 2

「５．パントリー用ローキャビネット」について、
基本仕様は「仕様書（案）」と同等程度とし、ベー
スについては「シングルベース」ではなく「ダブル
ベース」の方が良いのではないかと考える。参考品
番に、弊社製品を御提案致します。

キャビネット設置時に高さ調整の為、床とベースの
すき間が大きなり書類等がベースの下にもぐってし
まう恐れがある。ダブルベースであれば、床とベー
スのすき間を極力抑えることができる為、書類や小
物類の紛失事故を減少させることができる為。

参考品番には加えませんが、参考品番にあるものと同等もし
くはそれ以上のものの提案を歓迎いたしますので、積極的に
ご提案いただけると幸いです。

49 1 Ⅱ-1
仕様
幕板

4
幕板の寸法はW900mm*H302mm、材質は半透明またはホ
ワイト色のアクリルを想定しているが、認められる
か。

要求仕様に言及がないこと、寸法は原材料を効率的
に加工できる寸法であり、最低限の機能を担保しな
がらコストダウンが可能であると考えられる為。

ご提案の幕板の寸法、材質で差し支えありません。

50 1 Ⅱ-1
仕様

配線カバー
4

配線カバーの材質・形状は、樹脂製・蛇腹のメッ
シュ状を想定しているが、認められるか。

要求仕様に言及がないこと、最低限の機能を担保し
ながらコストダウンが可能であると考えられる為。

ご提案の配線カバーの材質、計上で差し支えありません。

51 1 Ⅱ-1
仕様
天板

4
メラミン化粧板がSIAA認証されていれば良いか、天
板そのものとしてSIAA認証されたものでなくて良い
か。

SIAAの認証範囲によって採用する材料が異なる為。 メラミン化粧板がSIAA認証されていれば差し支えありませ
ん。

52 3 Ⅳ- その他 4

各部局とのレイアウトの調整、調整業務の範囲は具
体的に何をさすか。
レイアウトの図面作成を含むのか否か。含む場合の
レイアウト図面は、躯体白図からの作成か、既存の
仮レイアウト（基本図面）からの作成となるのか。

業務範囲によって、納品体制の構築、配置人員に影
響がある為。

既存の仮レイアウト（基本図面）に、落札業者が取り扱う什
器の寸法を落としていただき、最終レイアウトに仕上げてい
ただくことを想定しています。

53 3 Ⅳ- その他 4
納品時の養生は、搬入業者での設置か。建築工事業
者の養生を使うことになるのか。

養生の有無によって納品体制、配置人員に影響があ
る為。

納品時の養生は、建設工事業者又は引越業者の養生を利用す
ることとし、搬入業者での設置は不要と考えています。

（注）種類欄には、次から選択した番号を記載。
（１．要求水準を下げよ　２．要求水準を上げよ　３．修文せよ　４．
その他）
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