特記仕様書
№

名称

1 AED

2 ４ｍアルミテント
3 イレクターフェンス

4 インクジェットプリンタ

5 延長コード

6 仮設シャワー

7 仮設ステージ

8 仮設トイレ

9 カラーコーン
10 簡易ベッド
11 看板スタンド
12 吸水マット
13 クーラーボックス
14

クリーニング回収
コンテナボックス

15 工場扇（扇風機）
16 ゴミ箱
17 コーンバー
18 座卓
19 ザル
20 消火器
21 寝具
22 診察台
23
24
25
26
27

スタンド灰皿
ステップボード
スパインボード
スポーツタイマー
スロープ(車いす動線用)

規格／仕様
・高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可申請（医薬品医療機器等法第39条）を行っているこ
と。
・電池および電極パッドは、新品もしくは新品に近い状態のものが取付されていること。
・予備の電極パッドを１セット用意すること。
・外寸W4000×D4000、高さ4000mm程度。
・風速20m/s程度までの強風に耐える構造であること。
・横幕はカーテン式で密閉性が高いこと。
・W1800×H1100mm程度
・連結できるようにアタッチメントを準備すること。
・用紙サイズ：A4、B4、A3対応
・用紙タイプ：普通紙、厚紙、再生紙対応
・印刷能力：A4普通紙10枚/分（カラー）
・パソコンに接続し、正常に作動できる状態にしておくこと。
・納品時のインクは新品の状態とすること（予備含む）。
・3口5m
・断線等が無いことを確認すること。
・ドア付(内側から鍵のかかるもの)。
・給湯器付のものとし、ガスボンベが空にならないよう随時補給すること。
・清潔なものを用意すること。
・強風を想定し、転倒防止の対策をすること。
・扉に男女シャワーマークを貼付けすること。
・排水のための嵩上げを行うこと。
・別紙「仮設物設計配置計画」参照
・タッチラインから５ｍ以上離れた位置に設置すること。
・事前に設置場所をよく確認し、最良の方法で行うこと。
・設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。
・設置期間中も適宜設置状況の確認をすること。
・強固なものとすること。
・簡易水洗式
・汲み取り手配は受注者が行うこと。
・風雨対策を施すこと。
・男女の表示を行うこと。
・女子用は、汚物入れを設置すること。
・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。
・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。
・清掃及び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、ハンドソープ、汚物入れ用
ゴミ袋以外）は準備すること。
・コーンベット付
・W2000×D900mm程度
・ベッドガード、マットレス付
・県名プラカード自立用
・W1800×D1500mm程度
・容量50L程度
・消毒済みのものを用意すること。
・容量50L程度
・折り畳み型であること。
・消毒済みのものを用意すること。
・据え置き型であること。
・首振り機能付
・風量および高さの調節が可能であること。
・ハネ径450mm
・容量90L程度
・L2000mm
・W1800×D450mm程度
・プラスチック
・バケツ10Lとセットで使用できること。
・粉末ABC10型
・消防法等関係法令に適合する使用可能なものを用意すること
・敷布団、掛布団、毛布、シーツ、枕
・W1800×D650×H600mm程度
・角枕付
・角型または丸型
・t=42mm程度
・耐荷重1000kg。頭部固定装置が付属すること。
・スタンド付
・W1800×D1800×H100-0mm
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特記仕様書
№

名称

28 整理棚
29
30
31
32
33

ソファベンチ
台車
脱衣かご
衝立パネル
衝立パネル（ドア）

34 手洗い器

35 デコラテーブル

36 デジタル複合機

37 透明横幕
38 どぶづけ
39 ドラムコード
40 布パーテーション
41 ネットワーク設定

42 ノートパソコン

43 パイプ椅子

44 パイプテント

45 バケツ

46 発電機（電気設備）

47 ビニールパーテーション
48 平台
49 プラスチックテーブル

規格／仕様
・W900×D450×H1800mm程度
・スチール製 棚板5段（天板含む）
・最大積載量100kg程度を考慮すること。
・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。
・背無し
・最大積載質量：150kg
・W500×D400×H150mm程度
・W900×H2100mm程度
・W900×H2100mm程度
・タンク式 容量：150L程度
・清潔なものを用意すること。
・吸水タンクおよび汚水タンク付きであること。
・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。
・W1800×D450×H700mm
・天板：白色または木目調
・折り畳みが可能なものとすること。
・用紙サイズ：A4、B4、A3対応
・用紙タイプ：普通紙、厚紙、再生紙対応
・印刷能力：モノクロ40～49枚/分
・コピー、プリンタ、スキャン機能付
・パソコンに接続し、正常に作動できる状態にしておくこと。
・納品時のトナー（インク）は新品の状態とすること（予備含む）。
・W3600×H900もしくはW5400×H900
・パイプテントに懸垂すること。
・素材は無色透明で穴が開きにくい程度の厚みがあること。
・150L程度
・30m程度
・断線等が無いことを確認すること。
・W1800×H1500mm程度
・別紙「仮設物設計配置計画」参照
・LANケーブル、HUB、ルーター等は、必要に応じて受託者が準備すること。
・液晶モニター：15インチ以上
・OS：Windows 10～最新のもの
・CPU：Core i3 8100 以上
・メモリ：4GB以上
・USBポート×2以上
・ハードディスク：100GB以上
・記憶装置：CD-RW/DVD-ROM
・Office：Microsoft Office Personal 2016 ライセンス取得済みであること。
・ウイルス対策ソフトインストール
・マウス、テンキー付
・配線及びネットワーク設定を完了しておくこと。
・Webブラウザが使用できること。
・アルミ製又はスチール製とすること。
・折り畳みが可能なものとすること。
・歪み等のないものを用意すること。
・指定のサイズ・色を用意すること。
・天幕及びパイプ等にカビやサビ等のないものを用意すること。
・天幕には、社名やロゴ等の印字のないものを用意すること。
・強風を想定し、必要なウエイトまたは杭を用いて、飛散防止の対策をすること。
・連棟で使用する場合は、雨どい等の雨水処理をすること。
・設置、撤去にあたり必要な養生を行うこと。
・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・交換を行うこと。
・容量10L程度
・ザルとセットで使用できること。
・2.8kVA インバータ搭載
・超低騒音タイプ
・本体をカラーコーン等で囲い、安全対策を講じること。
・発電機からの引き込み線の設置の際には、仮設物等や人の通行に支障をきたさないようにする
こと。
・燃料等の管理は受託者がおこない、大会運営に支障をきたさないようにすること。
・W2700～3600mm程度×H900
・ポップスタンド２本。高さ調節が行えること。
・ビニールの素材は無色透明で穴が開きにくい程度の厚みがあること。
・W1800×D900×H100mm程度
・W1800×D500×H700mm
・折り畳みが可能なものとすること。
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№

名称

50 ブルーシート
51 フロアシート
52 ベンチ
53 防球ネット
54 防球フェンス

55 ポケットWiFi

56 ポリペール
57 ホワイトボード（両面白板）

58 目隠しフェンス

59 横幕

60 冷風機
61 レターケース
62 ローピング

規格／仕様
・W2700×D3600mmまたはW3600×D5400mm
・テントの大きさに応じて設置すること。
・風等で飛ばぬよう固定すること。
・たるみ、隙間が出ないよう設置すること。
・適宜設置状況を確認し、設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。
・背無し。W1800。
・設置の不備等を確認した場合は直ちに補修を行うこと。
・設置期間中も適宜設置状況の確認をすること。
・W1400×H750mm
・無線アクセスポイント接続･設定作業含む。
・SSID，パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。
・一つのIDに対し，10台程度まで接続可能であること。
・送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。
・回線敷設に係る工事，回線加入申請，プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行する
こと。
・これに要する費用は受注者の負担とし，使用料金も受注者が支払うものとする。
・90L 蓋付き
・板面W1800×H900mm
・両面白板、受皿、足付き、キャスター付きとすること。
・消耗品（マーカー赤・黒・青、ボード消し）を付属すること。
・W1800×H1800mm程度
・風雨対策を施すこと。
・トイレが外部から見えないように設置すること。
・指定のサイズ・色を用意すること。
・生地にカビ等のないものを用意すること。
・テントサイズに合わせた横幕とすること。
・必要に応じて、巻き上げをすること。
・強風を想定し、飛散防止の対策をすること。
・生地は、防炎とすること。
・冷房能力3.0kW以上
・A4/20段
・杭含む。
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