
　　　　支出負担行為担当官

　　　　防衛省統合幕僚監部総務部総務課

　　　　会 計 室 長   　五百蔵　裕昭

　 次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

1　入札方式 一般競争入札（電子調達システム（ＧＥＰＳ））対象案件）

（ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は

別紙を参照のこと。）

2　入札日時　　　　 10:00 

3　入札場所　　　　防衛省統合幕僚監部総務課会計室

防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室（A棟15階東側）（紙による入札がある場合のみ）

4　入札参加 （1）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

  資格 　 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

　 同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当すること。

（2）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

 (3) 令和4年度から令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のD等級以上に

　 格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

 (4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある

　 者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負につい

　 て防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。

　 ただし、真にやむを得ない事由を（該当する省指名停止権者）が認めた場合
　 には、この限りではない。

5　入札方法　　　　　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積った契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載する。

6　保証金　　　　　 (1) 入札保証金：免　除

 (2) 契約保証金：免　除
 

7　入札の無効　　　４の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

8　契約書 作成する。

 の作成

支担官第220号
令和5年1月23日

公　　　告

令和5年2月13日(月)



9　契約条項 役務請負契約条項（基本契約条項）

談合等の不正行為に関する特約条項

暴力団排除に関する特約条項

 (1) 件　　名

　する事項 （2）要求番号 22S1E1038

（3）履行場所

（4）数　　量 １式

（5）履行期限

11　電子入札 (1)電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により電子入札を実施する。

　ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる

　場合がある。

(2)電子入札の期限は、令和5年2月10日1700までとする。

(3)電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札

　を承諾する。この場合、令和5年2月9日1200までに、電話で一報後、「紙入札方式

　参加承認願」を電子メールで提出する。

(4)電子入札前に電子調達システムを活用して、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）

　の写しを添付する。

12　その他 (1)任意にて参考見積書（内訳含む。）を令和5年2月3日までに電子メール
　で送付する。

(2)カタログ製品について同等品申請を行う場合は、令和5年2月3日までに電話

　で一報後、別紙様式に示す同等品申請を電子メールで提出する。

(3)令和5年3月6日から9日までの間は、役務を行わずに会議室を使用可能な

　状態とする。

　問い合わせ先

　 メールアドレス：j1katano@ext.js.mod.go.jp

令和5年3月31日

   〒162-8805　東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎Ａ棟15階）
　 防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室　片野　
   電話番号：03-3268-3111（内線30155）

10　入札に付 統合幕僚監部第2大会議室及び周辺廊下等整備

統合幕僚監部



別 紙 
郵送による入札について 

１ 郵送による入札方法 
  一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日（当該日が

「行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日（以
下「行政機関の休日」という）の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着の
こと。 
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。 

 
２ 郵送する書類等 
（１） 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知書（写） 
（２） 入札書（様式は付紙のとおり。） 
 
３ 封筒について 
  前項（２）を入れる封筒（以下「内封筒」という。）については、長３（縦２３５ｍｍ×横１
２３０ｍｍ）程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。 
 封筒したうち封筒を前項（１）とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上
送付すること。 
 
４ 入札の回数 
  初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 
 
５ 入札の無効 
  郵便入札の執行については、公告７項に規定されているもののほか、期日までに到着しなっ

た場合は、無効とする。 
 
６ その他 
（１） 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、 
（２） 郵送先は次のとおりとする。 

〒１６２－８８０５ 
東京都新宿区市谷本村町５－１ 
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛 

〇参考〇 

あくまでも例なので、縦横等は任意 

貴社名も明記してください。 

  内封筒（表）長３程度     内封筒（裏）             外封筒 

 （内封筒が入るサイズ） 

 

 

 

 

 

 

 又は            又は 

 

公告第〇号 
件名「△△」 

 
「入札書在中」 

公告第〇号 
件名「△△」 

 
「入札書在中」 

 

 

〒１６２－８８０５ 
 
 
東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛省統合幕僚監部総務部総務

課会計室契約担当者 宛 

 
 

「入札書在中」 



支出負担行為担当官

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

会 計 室 長　五百蔵　裕昭 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

調達要求番号： 22S1E1038
担当者連
絡 先

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

規         格 単位 数量 単価 金    額 備  考

仕様書のとおり 式 1

合　　　　　　　　計

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

入 札 書 ・  見 積 書
　　　令和　　年　　月　　日

　金額￥
履　行　期　限 令和5年3月31日

履　行　場　所 統合幕僚監部

件           名

統合幕僚監部第2大会議
室及び周辺廊下等整備



支出負担行為担当官

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

会 計 室 長　五百蔵　裕昭 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

調達要求番号： 22S1E1038
担当者連
絡 先

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

規         格 単位 数量 単価 金    額 備  考

仕様書のとおり 式 1

合　　　　　　　　計

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

入 札 書 ・  見 積 書
令和　　年　　月　　日

　金額￥

履　行　期　限 令和5年3月31日

履　行　場　所 統合幕僚監部

件           名

統合幕僚監部第2大会議
室及び周辺廊下等整備

年月日を記入

住所・会社名・代表者名・

連絡者を記入（ゴム印等可）

各欄に入札金額（税

抜）を記入



別紙様式

殿

住　　所

会 社 名

代表者名

件 名： 統合幕僚監部第2大会議室及び周辺廊下等整備

調達要求番号：

番号

＊カタログ等機能・性能が確認できる資料を添付のこと。

次の理由により認めない。

理由：

階級　 氏名

上記製品を同等品として認める。

品　　　　　　名 形　　　　　　式 機能・性能 単位・数量

22S1E1038

支出負担行為担当官

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

会計室長　　　五百藏　裕　昭

同等品による入札・見積申請書

　下表の品目について、仕様書のカタログ規格に示す品目の同等品をもって入札等に参加致
したく承認願いたく申請致します。



（４）ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの

　　対応について（通知）（装管調第８０７号（令和３年１月２１日））

　この仕様書に規定していない事項は，契約相手方の規定する使用及び社内規定並びに一般商慣習による。

　ＩＴ利用装備品等は，情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害等のリスク

（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコード，

プログラム，電子部品，機器等の埋込み又は組込みその他の官の意図せざる変更が行われていないもので

なければならない。

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）

（２）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年５月３１法律第１００号）

（３）環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成３１年２月８日変更閣議決定）

2.3　機能・性能

　なお，引用文書に定める事項がこの仕様書と相違する場合は，仕様書の定めるところによるものとす

る。

等を指定することにより，製品の品質，形状，性能その他必要な事項が確認できる製品をいう。

3.1.1　会議室壁面等の整備

　別図第１を基準とし、以下を実施するものとする。

3　役務に関する要求　

3.1　役務の内容

　この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は，付表１のとおり。

a)　会議室内壁面のクロス貼替え及びパーテーションのクロス貼付け

調達要求番号：22S1E1038

　この仕様書は，防衛省本省庁舎Ａ棟地下１階の統合幕僚監部第２大会議室及び周辺廊下等の整備につ

1.3　用語の定義　

b)　会議室内壁面廻り縁，腰見切り及び巾木の塗装

2　製品に関する要求

2.2　品名及びカタログ製品名

統合幕僚監部第２大会議室及び周辺廊下等
整備

作成年月日 令和4年11月11日

統　合　幕　僚　監　部　仕　様　書

品　名　又　は　件　名 仕様書番号 JSO - 22 - 1044

いて規定する。

1.3.1　カタログ製品　

　製造会社等の商品目録又は営業案内に記載されている物品であって、当該製造会社名等と品名，形式

改正年月日

作成部課室 統合幕僚監部総務部総務課

2.1　一般的事項

1　総則

1.1　適用範囲　

1.2　引用文書

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，仕様書の一部をなすもの

であり，入札書又は見積書の提出時における最新版を使用するものとする。



　天井据え付けのプロジェクター２台及び電源制御ユニット（ＳＯＮＹ）を撤去し指定する場所に運搬

する。

j)　本役務の実施に当たり，契約の相手方（下請負者，再委託先等を含む。）は，付表１の物品につい

て，情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在する

と知り，または知り得べきソースコード，プログラム，電子部品，機器等の埋込み又は組込みその他官

の意図せざる変更を行わず，かつ，そのために必要な相応の管理を行うものとする。

k)　本役務は、契約後から令和５年３月３１日までの間に行うするものとする。ただし、令和５年３月

６日から９日までの間は、役務を行わずに会議室を使用可能な状態にするものとする。

6　その他の指示

f)　会議室前廊下清掃員用部屋鉄扉の塗装

e)　カーペットの張替え

d)　ホワイトボード及び同周囲扉の撤去及び表１中５項に示す９８型ディスプレイ等の設置

c)　扉・配電盤及び演台の木目シート貼り付け

3.1.3　操作卓の設置

　操作卓の構成は表１中６項に示す操作卓のとおりとし、接続口等は、別図第３を基準とする。設置場

所は、別図第１のとおりとし、3.1.2項で実施した床下配線等と接続を行う。

3.1.4　設置機器等の撤去

g)　役務において発生した廃材の処置については，官側の指示を受けるものとし，指定する場所へ運搬

 　するもののほかは，契約相手方の責任において適切に処分すること。

  　なお，契約相手方が行う役務において官側施設等に損傷を生じさせた場合，契約相手方の責任にお

  いて速やかに現状回復を行うこと。

3.2　役務にあたっての要求事項

e)　補修方法については，この仕様書に定めるもののほか，契約相手方所定の方法による。

f)　役務に必要な材料及び工具等は，契約相手方が準備し負担するものとする。

c)　役務に係る什器等の移動・復旧は，官側の指示を受け契約相手方が行うこと。

d)　契約相手方は，既存施設等の保護のために必要な場所へ養生をすること。

天井又は床下にマイクラインを設置する。また、3.1.1 d項及び3.1.3操作卓と接続する。

3.1.2　床下配線等

a)　契約相手方は，契約後速やかに役務実施場所の現場確認を行う。

b)　契約相手方は，事前に官側と調整し，作業工程表等を作成の上，官側に提出し，承認を受けるもの

とする。

i)　設置完了後，作動試験を行うと共に配線，接続等について確認する。

　別図第２を基準とし、会議室床下にＨＵＢ、ＬＡＮケーブル、ＨＤＭＩケーブル及び電源ケーブルを、

h)　作業にあたって障害となる移動可能な備品等は，官側が指定した場所へ移動させ作業終了後復旧さ

  せる。

4　納入場所　

　防衛省本省庁舎Ａ棟地下１階統合幕僚監部第２大会議室等に備付け，納入するものとする。

　監督及び検査は，支出負担行為担当官が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

5　監督・検査　

　提出書類は，表１による。

6.1　提出書類



４ 納品書 検査官 １

紙または
電子媒体

※付表の番号
４～８のみ

履行完了後、速やかに

統合幕僚監部 １

１

提出時期

操作手順書

番号 書類名

１ 作業日程表

２

6.2　資材置場

　役務に係る資材等は，官側が指定した場所に置くこと。もしくは日毎に撤去する。

　役務に係る電気・水等の提供は官側が行う。

　契約相手方は，この仕様書の内容に疑義が生じた場合は，支出負担行為担当官と協議するものとする。

6.4　仕様書の疑義

提出先

表１－提出書類

6.3　電気・水等の提供

３

部数 様式

作業員名簿
契約締結後，速やかに

総務課
１

適宜
（電子媒体）



４

IDK　オプションラック金具　RM-SWC2001
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

ASメディア(株)特型　リレースイッチ
外部操作機器から制御による動作切替機能

パナソニック　電源制御ユニット　WU-LP067
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

１個

１個

パナソニック　単三型ニッケル水素電池　BK-3MCC
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

パナソニック　ワイヤレス4CH受信機　WX-SR204A
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

パナソニック　ワイヤレスアンテナ　WX-SA250A
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

マイク（１）

パナソニック　デジタルミキサー　WR-DA002
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

パナソニック　パワーアンプ　WP-DA202
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

パナソニック　1.9Gワイヤレスハンドマイク　WX-ST200
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

別図第２

制御ユニット

パナソニック　同上用充電器　WX-SZ200
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１個

付表１－品名及びカタログ製品名

番号 品　　名 カタログ製品名 備　考数量

１個

１個

１個

１個

１個

３

カーペット
川島織物セルコン　AB1300-14（16枚入り）
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

カーペット
川島織物セルコン　AB1300-15（16枚入り）
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

416枚
（26箱）

416枚
（26箱）

１ 壁紙クロス
川島織物セルコン　みなかみＫＣ4064
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

２

130.0㎡ 別図第１

82.0㎡

表示装置

パナソニック　98型4K液晶ディスプレイ　YH-98SQ1J
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

パナソニック　壁掛け金具　TY-WK98PV1
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

IO-DATE　21.5型プレビューモニター　LCD-DF221EDB-A
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

操作卓

IDK　スイッチャー　MSD-6204
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

シート貼
ヘルビアン　ＳＷ８１
又は同等品以上のもの（他社製品含む。）

操作卓

別図第1
演台

別図第１

１個

操作卓

１個

３個

２個

３個

１個

４個

パナソニック　ダイナミックマイクロホン　WM-561
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

５

６



別図第３

別図第３

１個

１個

１個

CANARE　LCD電源スイッチ　MFP-MAINSW
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

１個

１個

３個

２個

１個

付表１－品名及びカタログ製品名（続き）

数量 備　考

７ 操作卓
audio-technica　同上充電器　BC-702
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

audio-technica　赤外線4CHレシーバー　ATIR-R840
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

audio-technica　デジタルマトリックスミキサー　AT-
MX862　又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

audio-technica　デジタルパワーアンプ　AT-DA100
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

NEUTRIK　カラー銘板　赤　DSS-1013374
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

NEUTRIK　カラー銘板　黄　DSS-1013376
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

接続端子盤②
ＬＡＮ・映像・音声系

１０

NEUTRIK　LAN　cat5eコネクタ　NE8FDV-Y110
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

NEUTRIK　カラー銘板　青　DSS-1013378
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

２個

２個

１個

１個

３個

２個

１個

１個

６個

１個

１個

１個

CANARE　スクリーン制御スイッチ　MFP-SCREENSW
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

マイク（２）

番号 品　　名 カタログ製品名

別図第３操作卓

CANARE　上台　CDQ26-TL6M
又は同等以上のもの(他社製品を含む。)

CANARE　左袖用下台13Ｕ　CDQ-L3-ND13M
又は同等品以上のもの(他社製品を含。）

CANARE　中央用下台Ｕ13　CDQ-C4-ND13M
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

CANARE　キャスターベース　CDQ26-TL6M-B1-ASC75M
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

接続端子盤①　電源系

CANARE　EILコネクタパネル2U　csw-2UF-CCP8M-2-B
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

CANARE　主電源SWキースイッチ　MFP-KEYSW-NP
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

CANARE　コンセント　MFP-WN11511-NP
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

CANARE　EILコネクタパネル1U　XLR×12　CSW-CCPCF-1-
B　又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

８

audio-technica　受光ユニット　ATIR-A410
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）

４個

９

audio-technica　赤外線マイクロホン　ATIR-T880
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

audio-technica　グースネックマイク　AT808G
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。）
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TERADA　共通器具ブロック　コネクタープレート
SLL90099又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

CANAR　HDMIプレート　MFP-HDME-MP
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

TERADA　電源器具ブロック　設置2P　15A125V2連×1
SLL90005又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１個

NEUTRIK　カラー銘板　紫　DSS-1013379
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

付表１－品名及びカタログ製品名（続き）

番号 品　　名 カタログ製品名 数量 備　考

CANAR　音量調整ツマミ　特製
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

操作台

別図第２

８個

２４個

８個

２個

２個

２個

１個

４個

１個

１８個

２個

１個

４個

１個

フロアコンセント

TERADA　LANフロアコンセントボックス　SLL3000
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１０
接続端子盤②

ＬＡＮ・映像・音声系

１１

１２

NEUTRIK　HDMIコネクタ　NAHDMI-W
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

NEUTRIK　XLR-3コネクタ　NC3FDM3-V
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１８個

１７個

TERADA　情報器具ブロック　Cat5e×3　SLL90083
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

TERADA　電源器具ブロック　設置2P　15A125V2連×1
SLL90005又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

TERADA　HDMIフロアコンセントボックス　SLL2000
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

PANDUIT　モジュラージャックcat5e　赤　CJ5E88TGRD
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

PANDUIT　モジュラージャックcat5e　黄　CJ5E88TGYL
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

PANDUIT　モジュラージャックcat5e　紫　CJ5E88TGVL
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１７個

パッチパネル

Nito　システムラック　ディスクタイプ　FVKD70-607E
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

Nito　スリット付棚板　RD-13-31ES
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

PANDUIT　フラッシュマウントパッチパネル
CPP72MWBLY又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

PANDUIT　モジュラージャックcat5e　青　CJ5E88TGBU
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)



JAPAN　NATERIAL　WIRA　ウルトラフレックスHDMI
ケーブル2m　JM-UFH0020
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

JAPAN　NATERIAL　WIRA　フレックスHDMIケーブル　20m
HMA/PE150M
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１個

別図第２

通信興業　LANケーブル　Cat5e　赤　300m巻　TSUNET-
350E　0.5-4P　R
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANケーブル　Cat5e　黄　300m巻　TSUNET-
350E　0.5-4P　Y
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANケーブル　Cat5e　紫　300m巻　TSUNET-
350E　0.5-4P　V
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

１個

１個

１個

JAPAN　NATERIAL　WIRA　フレックスHDMIケーブル　15m
HMA/PE200M
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

JAPAN　NATERIAL　WIRA　光アーマーHDMIケーブル　40m
JM-AM0040
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANケーブル　Cat5e　青　300m巻
TSUNET-350E　0.5-4P　B
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANパッチケーブル　Cat5e　紫　2m
TSUNET-Ex　S-Cordv1-MP　V
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

富士電線　電源ケーブル　VFF　2.0-3C　100m巻
VVF2.0×3C×100m
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

２０個

２個

１３
各種ケーブル

通信興業　LANパッチケーブル　Cat5e　青　2m
TSUNET-Ex　S-Cordv1-MP　B
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANパッチケーブル　Cat5e　赤　2m
TSUNET-Ex　S-Cordv1-MP　R
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

通信興業　LANパッチケーブル　Cat5e　黄　2m
TSUNET-Ex　S-Cordv1-MP　Y
又は同等品以上のもの(他社製品を含む。)

２０個

２０個

２０個

８個

１個

１個

１個

付表１－品名及びカタログ製品名（続き）

番号 品　　名 カタログ製品名 数量 備　考



【凡例】

：廻り縁 ⇒塗装

：壁 ⇒クロス貼付け※１
：腰見切り ⇒塗装

：巾木 ⇒塗装

壁等の整備

※１壁紙クロス

川島織物セルコン
（型名：みなかみKC4064）
又はこれに準ずるもの。

写真

別図第１

※２カーペット

写真

川島織物セルコン
（型名：サキソニーエコ
AB1300-14・AB1300-15）
又はこれに準ずるもの。

床：カーペット張り替え※２

扉・ホワイトボード・表示装置（設置）
○ 撤去
○ スチール製化粧枠取付
○ ９８ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ設置

配電盤：シート貼り付け

扉（両面）・木枠：木目シート貼り付け

扉（両面）・木枠：木目シート貼り付け

地下１階統幕第２大会議室

パーテーション（片側）：シート貼付け（壁と同一）

扉（清掃員用部屋鉄扉）塗装

廊下

付紙「講演台の補修」



①

① ③② ② ②②

① ② ②②②

【凡例】

：LAN①(CAT.5以上)

①

out

② ③

床面情報系コンセント

×２ ×２ ×２ ×２ ×２ ×２ ×１ ×１

配線等（床下）

：LAN②(CAT.5以上) ：LAN③(CAT.5以上) ：LAN④(CAT.5以上)

：ＨＤＭＩ（増幅含む。）

床下配線等

：ＨＵＢ

：マイクライン（既設活用）

別図第２

地下１階統幕第２大会議室



操作台

正面
正面

別図第３

地下１階統幕第２大会議室 操作パネル等

机上スペース

イメージ

正面

アナログボタン配置
又は
タッチパネル
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