
 

 

                                

 

                          設             計             書  

  

１ 委 託 名          国際園芸博覧会協会執務室移転業務委託 

 

 ２ 履 行 場 所         一般社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会内 

（現執務室 ： 横浜市中区本町４－43  A-PLACE馬車道４階 及び 

移転先  ： 横浜市中区住吉町１－１３ 松村ビル本館3階～５階） 

 

３ 履行期間            ■ 期間   契約の日から2023年３月31日まで     

    又は期限        □ 期限  平成 年 月 日 まで              

 

 ４ 契約区分      □ 確定契約           ■ 概算契約          

 

 ５ そ の 他 特 約 事 項          特になし                         

                                              

                                                                                     

 ６ 現 場 説 明          ■ 不要  

□ 要   

 

 ７ 委 託 概 要           執務室移転に関する各種計画策定、内装工事、移転業務等             

 

８ 部 分 払         

       □ す る  

 

       ■ しない 

  委 託 代 金 額              

                           ￥ （）           

  

  内  訳      業 務 価 格        

                              ￥ （）          

 

              消費税及び地方消費税相当額     ￥ （）              



 

 

 

委 託 代 金 内 訳 書 

 

 

費目 細   別 数量 単位 金額 適用 

 

Ⅰ各種計画策定 

 

(1) プロジェクトマネジ

メント 

 

 

１ 

 

式 

 

 

(ｱ)(ｲ)内装・電

気等工事計

画（B,C工事） 

(ｳ)什器、OA等

レイアウト、

案内サイン

計画 

(ｴ)移転計画 

(ｵ)廃棄計画 

上記計画の策

定含む 

 (2) デザイン業務 １ 式  

 (3) 新規什器（デスク、チ

ェア、キャビネット、

会議室家具等）調達※ 

別紙、「参考資料4 新規

什器仕様案」参照 

１ 式 （） 計画内容によ

り、仕様、物量

等が決定され

るため概算金

額とします。 

※Ⅰ(3)新規什

器調達につい

ては、別紙、「参

考資料４ 新

規什器仕様案」

を参照するこ

と。なお、（）

内個数を最大

値とする。 

Ⅱ 内装工事 

（B工事は除く） 

(1)建築内装工事（天井解体

復旧、雑工事、サインなど） 

１ 式 （） 

 (2)間仕切工事（スチールパ

ーティション、稼働間仕切

含む） 

１ 式 （） 

 (3)照明工事（照明区分調

整、不足箇所増設、個室ス

イッチ設置） 

１ 式 （） 

 (4)コンセント工事（電源コ

ンセントの設置（床、壁及

び天井）） 

１ 式 （） 

Ⅲ 移転業務 (1)什器移動作業（既存什器

及び段ボールの移設作業） 

１ 式 （） 

 (2)不要物品廃棄 １ 式 （） 



 

 

      

 

業務価格 

    

（） 

 

 

消費税及び 

地方消費税相当額 

    

（） 

 

 

 

業務委託料 

    

（） 

 

 



2027 年国際園芸博覧会協会 執務室移転業務委託仕様書 

※下記、「Ⅱ内装工事 ２ B 工事の施工」については、ビル会社指定の事業者との契約となるため、

今回の見積もりからは除いてください。 

 

１ 件名 

2027 年国際園芸博覧会協会 執務室移転業務委託 

 

２ 履行期限 

契約締結の日から 2023 年３月 31 日（金）まで 

※実際の作業日は調整のうえ決定することとします。 

 

３ 履行場所 

  2027 年国際園芸博覧会協会 

現執務室 ： 横浜市中区本町４－43  A-PLACE 馬車道４階 及び 

移転先  ： 横浜市中区住吉町１－１３ 松村ビル本館１階・3 階～５階 

  現地視察会を以下の要領で実施します。 

 

(1) 申し込み締め切り：2022 年 10 月 17 日（月） 

(2) 申込先     ：2027 年国際園芸博覧会協会 総務人事課 担当：石井・垣内 

         e-mail  soumu@expo2027yokohama.or.jp 

 

４ 委託業務内容 

Ⅰ 各種計画策定 

［計画策定にあたっての与件］ 

 2023 年新拠点移転時から 2023 年度中は、松村ビル本館３階～５階の 3 フロア、以降、年度ごと

に 1 フロアずつ増床の予定です。今回の委託は、当初 3 フロア分の設計及び構築となります。  

(a) 現執務室 基本情報 

 ① 13:15～14:15 ② 14:15～15:15 ③ 15:15～16:15 

A 日程： 

10 月 19 日（水） 

 

開始時間の５分前までに、 

現事務所（横浜市中区本町４－43  A-PLACE 馬車道４階）に集合、 

現事務所視察 15 分間 → （移動 10 分）→ 新事務所視察 30 分間 

係の者が移転先現地へお連れします。各回１社限定。 

現事務所でご覧いただけるのは、当日空いている部屋に限ります。 

別添、申込書に必要事項を記載の上、e-mail にてお申し込みください。 

1 社につき 3 名までとさせていただきます。 

B 日程： 

10 月 20 日（木） 

file://///172.16.1.100/share/510_総務部/210_総務人事課/240_執務室/契約関係/01_移転委託/soumu@expo2027yokohama.or.jp


名称：A-PLACE馬車道４階 401号室 

住所：横浜市中区本町４－43 

面積：511.96㎡ 

(b) 移転先 基本情報 

名称：松村ビル本館 3 階～５階 

住所：横浜市中区住吉町１－１３ 

面積：３～５階すべて 406.7 ㎡ 

天井高：基準階 2.4m  

(c) 各フロアの想定人数（2023 年度） 

     以下、各フロアの最低人数を考慮し、全体で 145 名分を設置すること。  

 

 

 

 

 

■参考資料１：A-PLACE 馬車道 4 階 401 室 フロア図面 

■参考資料２：松村ビル本館 3 階～５階 フロア図面 

 

(d)所要室一覧 

3 階 40 名以上 

4 階 40 名以上 

5 階 50 名以上 

 種別 室名 個数 仕様 

3 階 個室 役員室 １ 仕切りは隙間なく入れ、空調を整

備 

個室 役員応接室 兼 会議室 １ ソファーではなく、会議テーブルと

椅子想定・10 名程度 

個室 小会議室 １ 6 名程度 

ひな壇席 部長席 ４  

共有 執務スペース ― フリーアドレス、40 座席以上 

    

4 階 個室 役員室 １ 仕切りは隙間なく入れ、空調整備 

個室 役員応接室 兼 会議室 １ ソファーではなく、会議テーブルと

椅子想定・10 名程度 

個室 大会議室１・２ １ 30 名用、2 室に分けて使用可 

ひな壇席 部長席 ４  

共有 執務スペース  フリーアドレス、40 座席以上 

5 階 個室 役員室 ２ 仕切りは隙間なく入れ、空調整備 

個室 役員応接室 兼 会議室 １ ソファーではなく、会議テーブルと

椅子想定・10 名程度 



 

 

 

＜各フロア共通＞ 

種別 室名 個数 仕様 

共有 コーヒーブレイクエリア 兼 

打合せテーブル 

各１ 15～20 名程度 

共有 コピー、消耗品在庫、ごみ捨

てエリア 

各１  

共有 テレワークスペース 各３ １名用、専用ブース不要（扉をつけて

個室仕様にする必要なし） 

共有 打合せスペース 各 2

～3 

仕切りなし、テーブルと椅子のみ（４

～６名） 

共有 ロッカールーム 各１ 各フロア人数分（うち、課長級以上は

10～15 名程度） 

職員用ロッカーサイズ 

：6 人用：900×D515×H1790mm 

課長級以上ロッカーサイズ 

：3 人用：W900×D515×H1790mm  

共有 倉庫 各１ 10 ㎡程度 

 

    

   １ プロジェクトマネジメント及びデザイン 

(1) プロジェクトマネジメント 

ア 下記、所要室を整備するために必要な工程管理、関係者との調整、法令確認等を行い、 

全体的な工期の管理を行うこと。 

   イ 契約締結後、速やかに受託業務についての作業計画書を提出し、委託者と作業工程等 

の調整を行うこと。  

   ウ 作業進行にあたり、委託者との定例的な打合せを２週間に１度は行うこと。なお、必要 

に応じて臨時にも行うこと。打合せの日程調整及び議事次第、議事録は受託者が作成する 

こと。議事録は委託者の承認を得ること。 

エ 作業計画書に変更が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。 

(2) オフィスデザイン・内装・電気・OA 等設計 

ア 受託者はオフィスデザイン・内装設計の計画策定を行うにあたり、コンセプト案・デザ

インパース案を作成し、委託者の承認を得ること。 

イ コンセプト案・デザインパース案は、複数回のイメージすり合わせを行うこと。 

個室 小会議室 １ 6 名程度 

個室 中会議室 １ 20 名程度 

ひな壇席 部長席 ４  

共有 執務スペース － フリーアドレス、50 座席以上 



ウ デザインパース案については、執務スペース、役員室応接室、会議室、コーヒーブレイ

クエリアは必須、その他については必要に応じて作成すること。 

エ 対象人数、移転先等の基本情報や委託者の要望のヒアリングを行い、レイアウトプラン

を作成すること。 

オ コンセプト・デザインパース・レイアウトプランに基づき、既存什器・OA 機器等の配置

及び新規調達什器、サイン、内装、照明、空調、消防設備その他の仕様を決定すること。 

カ 決定した仕様に基づき、以下の内容を定めた各種計画を策定すること。また計画間の齟

齬がないことや、関係法令の遵守に留意すること。 

キ 委託者が指定するネットワーク整備担当事業者と連携、相談の上、実施すること。 

(ｱ) 内装・電気等工事計画（B 工事） 

次の施工図及び工程表を作成すること。 

５階設置予定のハーフラック内に設置するネットワーク機器群用には、独立した電源系

統を用意すること。 

①  建築内装工事（天井解体復旧、雑工事、サインなど） 

②  間仕切工事（スチールパーティション、間仕切含む） 

③  照明工事（照明区分調整、不足箇所増設、個室スイッチ設置） 

④  コンセント工事（電源コンセントの設置（床・壁及び天井）） 

⑤  空調換気設備工事 

⑥  各個室の間仕切りを隙間なく入れ完全個室化、各部屋に空調換気を実施 

⑦  防災設備工事（誘導灯、感知器、非常照明） 

     (ｲ) 内装・電気等工事計画（C 工事） 

        上記(ｱ)と同じ 

     (ｳ) 什器・OA 等レイアウト・案内サイン計画 

             ① 既存什器・OA 等の配置図※ 

■参考資料３：既存物品リスト 

       ② 新規什器・OA 等の配置図及び新規什器（OA 機器は除く）の仕様書一覧※ 

         作成に当たっては、参考資料４：新規什器仕様案を参照し、既存備品を活かしつつ、

不足するデスク、チェア、キャビネット、会議室家具等、購入によらずとも最も安価な

手法を検討すること。リユース品の購入、リース可。ただし机等の高さ、幅等をそろえ

た方がよい場合など既存備品との調和を考慮すること。 

        なお、参考資料４：新規什器仕様（案）に記載の個数を最大値とし、実際に必要な個数

を積算すること。 

■参考資料４：新規什器仕様案 

        ③ 新規什器の搬入計画（案） 

        ④ 案内サインの設計書及び配置図 

             ⑤ 作業工程表 

       ※上記、①、②については、委託者が指定するネットワーク整備担当事業者と連

携、相談の上作成すること。  



 

     (ｴ) 移転計画 

複合機、ネットワーク機器群及びハーフラック、高性能 PC については、別途、専門業

者により運搬します。 

       ① 移転工程表 

②  移転業務仕様書 

 ③ 移転物品配置図 

参考資料３「既存物品リスト」より、レイアウト案をもとに、使用するものと、廃棄 

するものを仕分け、作成すること。 

④ 作業体制表 

⑤ 梱包資材等リスト 

     (ｵ) 廃棄計画 

       ① 廃棄物品一覧 

       ② 廃棄工程表 

③ 作業体制表 

    キ 上記カに定めた計画は 2022 年 12 月 16 日までに提出し、12 月 27 日までに委託者の承認を 

得ること。委託者の指摘があれば、随時修正を行うこと。 

 

Ⅱ 内装工事 

１ C 工事については、上記Ⅰ１(2)カ(ｱ)の計画に基づき、内装工事を実施すること。 

  ２ B 工事については、上記Ⅰ１(2)カ(ｲ)の計画に基づき、建物所有者が指定する事業者に依頼し、 

施工の監理を行うこと。   

  ※今回の見積もりからは除くこと 

  ３ 什器等（一部 OA 機器は除く）の調達・設置及び案内サイン作成・設置については、Ⅰ１ 

(2)カ(ｳ)の計画に基づき、実施すること。また、委託者が指定するネットワーク整備担当事業者と

連携、相談の上、実施すること。 

  ４ その他留意事項 

(1) 工事実施にあたり、よく関係者との調整を行うこと。 

(2) 施工にあたり、近隣の迷惑にならないよう配慮を十分にすること。 

(3) 施工において疑義や状況の変化が生じた場合、委託者に都度報告し、指示を仰ぐこと。 

 

Ⅲ 什器等調達 

１ 新規什器の調達については、Ⅰ１(2)カ(ｳ)②の仕様に基づき、実施すること。 

２ 調達にあたっては、既存備品を活かしつつ、不足するデスク、チェア、キャビネット、会議室家具

等、購入によらずとも最も安価な手法を検討すること。リユース品の購入、リース可（再掲）。 

 

Ⅳ 移転業務 

１ 移転については、Ⅰ１(2)カ(ｴ)の計画に基づき、実施すること。 



 ２ 搬出入・運搬 

(1) 委託者の指定する物品の搬出入・運搬、設置を行うこと。 

搬送元： 横浜市中区本町４－43  A-PLACE 馬車道４階 

     搬送先： 横浜市中区住吉町１－１３ 松村ビル本館 3 階～５階 

     搬送日： 2023 年 2 月 25 日（土）、26 日（日）予定 

(2) 梱包資材、作業に伴う廃棄物・不要品等の引き取りを行うこと。 

(3) 搬出入・運搬に伴い汚損した場所の清掃を行うこと。   

(4) その他搬出入・運搬業務に伴う諸作業を行うこと。 

  ３ 搬送用資材について 

(1) 梱包などに必要な資材については受託者が事前に用意し、委託者が指定する日時までに 

指定した場所に搬入すること。 

(2) 搬出入・運搬に必要な資材（緩衝材、ラベル等）は十分に用意し、円滑に搬出入・運搬を行う

こと。 

４ 不要物品、什器の廃棄 

  廃棄については、Ⅰ１(2)カ(ｵ)の計画に基づき、実施すること。 

５ 物品および建造物の保護 

(1)  物品の搬出入・運搬にあたって、部品等の紛失がないように十分注意し、かつ破損しやす 

い物品や指定する物品は相当の保護梱包を行い、丁重に取り扱うこと。 

(2) 搬送物品の中には個人情報及び機密情報等が含まれるものもあるため、破損、紛失、飛散等 

が起きないよう必要な措置をすること。なお、書類を搬出入・運搬する際には故意に閲覧しない

こと。 

(3)  雨天強風時等は、十分な防水防風保護対策を行うこと。 

(4)  搬出入を行う場所の建造物には相当の保護を行うとともに、破損のないよう十分注意をする

こと。 

(5)  建造物等の破損などの事態が発生したときは、速やかに当協会担当者に連絡すること。 

６ 損害賠償責任の所在 

作業実施にあたり、諸物品もしくは建造物に破損、紛失などの損害を与えた場合や、職員、従業 

員もしくは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその損害の補償・賠償を行うこととし、当協

会は一切の責任は負わないこととする。 

ただし、当協会の責めに帰すべき事由においてはこの限りではない。 

７ その他留意事項  

  (1) 実施にあたり、よく関係者との調整を行うこと。 

  (2) 実施にあたり、近隣の迷惑にならないよう配慮を十分にすること。 

  (3) 実施において疑義や状況の変化が生じた場合、委託者に都度報告し、指示を仰ぐこと。 

  (4) 作業終了時には速やかに後片付け・清掃等を行うこと。 

 

５ 委託業務全般に係る留意事項 

（１）費用負担 



本件委託に要する経費は、その作業にかかる光熱水費を除き、すべて受託者の負担とする。 

（２）建物の保護 

ア 搬出入を行う場所の建造物等には相当の保護を行うとともに、破損のないよう十分注意する こ

と。養生材を固定する場合は、壁面や床面等に十分注意し、塗装等がはがれ落ちないように注意す

ること。エレベーター、床、壁、扉については、段プラ、薄ベニヤ又は同等以上の強度がある養生

材を使用し養生すること。 

イ 搬出・搬入作業終了後には室内及び廊下等の共用部分を点検し、清掃を実施すること。 

ウ 建造物等の破損などの事態が発生した時は、速やかに委託者に連絡をすること。 

（３）作業終了時について 

日々の作業終了時には速やかに後片付け・清掃等を行うこと。ただし、翌日も作業が残されている 

場合については、委託者及びビル管理者の了解を得られた場合は、材料等を残すことを可能とする。 

（４）作業計画書、報告書の作成・提出について 

ア 契約決定後、速やかに作業計画書（全体工程及び部分工程）を作成・提出し、スケジュールの調

整を図ること。 

イ 作業計画書に変更が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。 

ウ 報告書の作成 

作業の実施状況を写真等に記録し、作業完了後に報告書を提出すること。 

※具体的な作業箇所については、委託者の指示に従うこと。 

（５）損害賠償責任の所在 

本委託の実施にあたり、諸物品もしくは建造物に破損、紛失などの損害を与えた場合や、職員、

従業員もしくは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその損害の補填・補償を行うこととし、

本市は一切の責任を負わないこととする。ただし、本市の責めに帰すべき事由においてはこの限り

ではない。 

（６）名簿の提出及び作業員の識別 

ア 受託者は、作業日の３日前までに従業員の氏名等が記載された作業届を提出すること。 

イ 作業員は受託者が用意した統一の腕章又は胸章等により、従業員であることが識別できるよう

にすること。 

（７）移転前準備 

ア 統括責任者の選任 

統括責任者を選任し、委託者と全体スケジュール等の調整を行うこと。 

イ 事前打合せ 

統括責任者は、業務がスムーズに行えるよう、委託者と事前に打合せを行うなど、常に連絡を 

取れる体制をとること。 

（８）現場の事前確認について 

現場確認を行う場合は、事前に委託者に連絡をし、予め日時を確定すること。現場確認の時間帯は 

９:00～17:00 とする。 

（９）その他 

ア 全体行程やその他移転にかかる全体調整事項、各施設への出入りについては、委託者と調整を行



うこと。また、仕様書に定めのない事項が発生した場合には、委託者と協議すること。 

イ 本委託に従事する作業員は、その作業に十分な知識、技術を持つものを相当数配置すること。 

 

６ 提出物 

  以下の表のとおり、提出物を委託者へ提出すること。また業務完了後、全てをまとめ、ファイリング

した紙資料２部と、電磁的記録を委託者へ提出すること。 

提出物名称 提出期限 提出形式 

作業計画書 契約日から1週間以内 紙２部、電子データ 

コンセプト案・デザインパース案 初校：2022年11月18日（金） 

2校、3校：協会からの修正指示

があった日から５営業日以内 

最終提出：11月30日（水） 

紙10部、電子データ 

レイアウトプラン（CAD） 2022年12月9日(金) 紙１部、電子データ 

内装・電気等工事計画（B 工事） 2022年12月16日（金） 紙２部、電子データ 

内装・電気等工事計画（C 工事） 2022年12月16日（金） 紙２部、電子データ 

什器・OA 等レイアウト・案内サイン計画 2022年12月16日（金） 紙２部、電子データ 

移転計画 2022年12月27日（火） 紙２部、電子データ 

廃棄計画 2022年12月27日（火） 紙２部、電子データ 

打合せ資料・議事録 会議から１週間後 電子データ 

作業報告書 作業日から1週間後 紙２部、電子データ 

 

 

 



レイアウト図（2022.5.19～
【執務室（４０１）】）
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番号 分類
メーカー名
型番
品質・形状・その他

サイズ

1 椅子 椅子（メッシュバック）

2 椅子 椅子（メッシュバック）

3 椅子 椅子（メッシュバック）

4 椅子 椅子（メッシュバック）

5 椅子 椅子（メッシュバック）

6 椅子 椅子（メッシュバック）

7 椅子 椅子（メッシュバック）

8 椅子 椅子（メッシュバック）

9 椅子 事務椅子

10 椅子 事務椅子

11 椅子 事務椅子

12 椅子 事務椅子

13 椅子 事務椅子

14 椅子 事務椅子

15 椅子 事務椅子

16 椅子 事務椅子

17 椅子 事務椅子

18 椅子 事務椅子

19 椅子 事務椅子

20 椅子 事務椅子

21 椅子 事務椅子

22 椅子 事務椅子

23 椅子 事務椅子

24 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

25 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

個数は全て１

ishii.yumi
テキストボックス
参考資料３　既存物品リスト



26 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

27 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

28 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

29 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

30 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

31 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

32 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

33 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

34 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

35 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

36 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

37 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

38 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

39 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

40 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

41 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

42 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

43 椅子 ハイバック肘付椅子

44 椅子 肘付椅子（メッシュバック）

45 椅子 肘付椅子（メッシュバック）

46 椅子 肘付椅子（メッシュバック）

47 シュレッダー アコ・ブランズ・ジャパン　GSHM06M

48 書庫 書庫（両開き・大） W900×D400×H2150mm

49 書庫 書庫（両開き・大） W900×D400×H2150mm

50 書庫 書庫（両開き・小） W900×D400×H1100mm

51 書庫 書庫（両開き・小） W900×D400×H1100mm

52 書庫 書庫（両開き・小） W900×D460×H1105mm

53 書庫 書庫（両開き・小） W900×D460×H1105mm



54 書庫 書庫（両開き・小） W900×D400×H111mm

55 書庫 書庫（両開き・小） W900×D400×H111mm

56 袖机 サイドキャビネット

57 袖机 サイドキャビネット

58 袖机 サイドキャビネット

59 袖机 サイドキャビネット

60 袖机 サイドキャビネット

61 袖机 サイドキャビネット

62 袖机 サイドキャビネット

63 袖机 サイドキャビネット

64 袖机 サイドキャビネット

65 袖机 サイドキャビネット

66 袖机 サイドキャビネット

67 袖机 サイドキャビネット

68 袖机 サイドキャビネット

69 袖机 サイドキャビネット

70 袖机 サイドキャビネット

71 袖机 サイドキャビネット

72 袖机 サイドキャビネット

73 袖机 サイドキャビネット

74 袖机 サイドキャビネット

75 袖机 袖机

76 袖机 袖机

77 袖机 袖机

78 袖机 袖机

79 袖机 サイドキャビネット

80 袖机 サイドキャビネット

81 袖机 サイドキャビネット



82 袖机 サイドキャビネット

83 袖机 サイドキャビネット

84 袖机 サイドキャビネット

85 袖机 サイドキャビネット

86 袖机 サイドキャビネット

87 袖机 サイドキャビネット

88 袖机 サイドキャビネット

89 袖机 サイドキャビネット

90 袖机 サイドキャビネット

91 袖机 サイドキャビネット

92 袖机 サイドキャビネット

93 袖机 サイドキャビネット

94 袖机 サイドキャビネット

95 袖机 サイドキャビネット

96 袖机 サイドキャビネット

97 衝立 トヨタプロダクツ　クロスパーティション　KP-1M W1850×H1530

98 衝立 トヨタプロダクツ　クロスパーティション　KP-1M W1850×H1530

99 衝立 トヨタプロダクツ　クロスパーティション　KP-1M W1850×H1530

100 机 事務机（片袖）

101 机 事務机（片袖）

102 机 事務机（両袖）

103 机 事務机（両袖）

104 机 事務机（両袖）

105 机 事務机（両袖）

106 机 事務机（両袖）

107 机 事務机（両袖）

108 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

109 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm



110 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

111 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

112 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

113 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

114 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

115 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

116 プリンター
エプソン　カラープリンター　PX-S7070X　スタン
ダードモデル

117 ロッカー 片開戸　ITO　Ｎ301 W510×D380×H880mm

118 ロッカー ロッカー W900×D515×H1790mm

119 ロッカー ロッカー W900×D515×H1790mm

120 ロッカー ロッカー W900×D515×H1790mm

121 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

122
Wi-Fiルー
ター

BUFFALO　WTR-M2133HS/E2S

123 椅子 椅子（マネージャーチェア）

124 椅子 事務椅子

125 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

126 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

127 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

128 椅子 事務椅子（ひじ掛け付）

129 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

130 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

131 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

132 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

133 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

134 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

135 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

136 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

137 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）



138 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

139 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

140 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

141 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

142 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

143 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

144 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

145 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

146 椅子 ハイバック肘付椅子

147 カメラ キャノン　デジタルカメラ　PSSX430IS

148 シュレッダー シュレッダー

149 袖机 サイドキャビネット

150 袖机 サイドキャビネット

151 袖机 サイドキャビネット

152 袖机 サイドキャビネット

153 袖机 サイドキャビネット

154 袖机 サイドキャビネット

155 袖机 サイドキャビネット

156 袖机 サイドキャビネット

157 袖机 サイドキャビネット

158 袖机 サイドキャビネット

159 袖机 サイドキャビネット

160 袖机 サイドキャビネット

161 袖机 サイドキャビネット

162 袖机 サイドキャビネット

163 袖机 サイドキャビネット

164 袖机 サイドキャビネット

165 袖机 サイドキャビネット



166 袖机 サイドキャビネット

167 袖机 サイドキャビネット

168 台車 手押し台車（ナンシン台静快N-DSK-301B2） W900×D600×H850mm

169 机 事務机（片袖）

170 机 事務机（片袖）

171 机 事務机（片袖）

172 机 事務机（片袖）

173 机 事務机（片袖）

174 机 事務机（片袖）

175 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

176 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

177 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

178 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

179 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

180 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

181
ラベルライ
ター

キングジム　「テプラ」PRO　SR970

182 ロッカー ロッカー（1人用、ワイド） W455×D515×H1790mm

183 ロッカー ロッカー（2人用、スリム） W610×D515×H1790mm

184 ロッカー ロッカー（3人用、スリム） W900×D515×H1790mm

185 ロッカー ロッカー（４人用） W900×D515×H1790mm

186 ロッカー ロッカー（4人用、スリム） W900×D515×H1790mm

187 ロッカー ロッカー（4人用、スリム） W900×D515×H1790mm

188 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

189 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

190 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

191 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

192 ロッカー ロッカー（６人用） W900×D515×H1790mm

193 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm



194 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

195 机 フリーデスク両面 W2400×D1200×H720mm

196 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

197 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

198 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

199 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

200 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

201 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

202 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

203 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

204 ロッカー ロッカー（1人用） W318×D515×H1790mm

205 ロッカー ロッカー（4人用） W900×D515×H1790mm

206 ロッカー ロッカー（4人用） W900×D515×H1790mm

207 椅子 役員用椅子（メッシュ）

208 椅子 役員用椅子

209 椅子 役員用椅子

210 袖机 役員用袖机

211 袖机 役員用袖机

212 ロッカー 役員用ロッカー（1人用） W455×D515×H1790mm

213 ロッカー 役員用ロッカー（1人用） W455×D515×H1790mm

214
折りたたみ
ベット

休養室用折り畳みベット

215
折りたたみ
ベット

休養室用折り畳みベット

216 椅子 事務椅子（ひじ掛け付メッシュ）

217 椅子 事務椅子（ひじ掛け付メッシュ）

218 椅子 事務椅子（ひじ掛け付メッシュ）

219 椅子 事務椅子（ひじ掛け付メッシュ）

220 椅子 事務椅子（ひじ掛けなし）

221 椅子 折りたたみ



222 椅子 折りたたみ

223 椅子 折りたたみ

224 椅子 折りたたみ

225 椅子 折りたたみ

226 椅子 折りたたみ

227 椅子 折りたたみ

228 椅子 折りたたみ

229 椅子 折りたたみ

230 椅子 折りたたみ

231 椅子 折りたたみ

232 椅子 折りたたみ

233 椅子 折りたたみ

234 椅子 折りたたみ

235 椅子 折りたたみ

236 椅子 折りたたみ

237 椅子 折りたたみ

238 椅子 折りたたみ

239 椅子 折りたたみ

240 椅子 折りたたみ

241 椅子 折りたたみ

242 椅子 折りたたみ

243 椅子 折りたたみ

244 椅子 折りたたみ

245 椅子 折りたたみ

246 椅子 折りたたみ（パイプ）

247 椅子 折りたたみ（パイプ）

248 椅子 折りたたみ（パイプ）

249 椅子 折りたたみ（パイプ）



250 椅子 折りたたみ（パイプ）

251 椅子 折りたたみ（パイプ）

252 椅子 折りたたみ（パイプ）

253 椅子 折りたたみ（パイプ）

254 椅子 折りたたみ（パイプ）

255 椅子 折りたたみ（パイプ）

256 椅子 折りたたみ（パイプ）

257 椅子 折りたたみ（パイプ）

258 椅子 折りたたみ（パイプ）

259 椅子 折りたたみ（パイプ）

260 椅子 折りたたみ（パイプ）

261 椅子 折りたたみ（パイプ）

262 椅子 折りたたみ（パイプ）

263 椅子 折りたたみ（パイプ）

264 椅子 折りたたみ（パイプ）

265 椅子 折りたたみ（パイプ）

266 椅子 折りたたみ（パイプ）

267 椅子 折りたたみ（パイプ）

268 椅子 折りたたみ（パイプ）

269 椅子 折りたたみ（パイプ）

270 椅子 折りたたみ（パイプ）

271 椅子 折りたたみ（パイプ）

272 椅子 折りたたみ（パイプ）

273 椅子 折りたたみ（パイプ）

274 椅子 折りたたみ（パイプ）

275 椅子 折りたたみ（パイプ）

276 椅子 折りたたみ（パイプ）

277 椅子 折りたたみ（パイプ）



278 椅子 折りたたみ（パイプ）

279 椅子 折りたたみ（パイプ）

280 椅子 折りたたみ（パイプ）

281 椅子 折りたたみ（パイプ）

282 椅子 折りたたみ（パイプ）

283 椅子 折りたたみ（パイプ）

284 椅子 折りたたみ（パイプ）

285 椅子 折りたたみ（パイプ）

286 椅子 折りたたみ（パイプ）

287 椅子 折りたたみ（パイプ）

288 椅子 折りたたみ（パイプ）

289 椅子 折りたたみ（パイプ）

290 椅子 折りたたみ（パイプ）

291 椅子 折りたたみ（パイプ）

292 椅子 会議用椅子

293 椅子 会議用椅子

294 椅子 会議用椅子

295 椅子 会議用椅子

296 椅子 会議用椅子

297 椅子 会議用椅子

298 椅子 会議用椅子

299 椅子 会議用椅子

300 椅子 会議用椅子１

301 椅子 会議用椅子１

302 椅子 会議用椅子１

303 椅子 会議用椅子１

304 椅子 会議用椅子２

305 椅子 会議用椅子２



306 椅子 会議用椅子２

307 椅子 会議用椅子２

308 椅子 会議用椅子３

309 椅子 会議用椅子３

310 椅子 会議用椅子３

311 椅子 会議用椅子３

312 椅子 事務椅子

313 椅子 事務椅子

314 椅子 事務椅子

315 椅子 事務椅子

316 椅子 まる椅子

317 椅子 まる椅子

318 椅子 まる椅子

319 椅子 まる椅子

320 椅子 まる椅子

321 椅子 まる椅子

322 椅子 まる椅子

323 椅子 まる椅子

324 椅子 まる椅子

325 椅子 まる椅子

326 椅子 まる椅子

327 椅子 まる椅子

328 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

329 書庫 書庫（大） W900×D450×H2140mm

330 書庫 書庫（大） W900×D350×H2130mm

331 書庫 書庫（大） W900×D350×H2130mm

332 書庫 書庫（大） W900×D450×H2140mm

333 書庫 書庫（大） W900×D450×H2140mm



334 書庫 書庫（大） W900×D400×H2150mm

335 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

336 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

337 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

338 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

339 書庫 書庫（大） W900×D400×H2130mm

340 書庫 書庫（大） W900×D400×H2130mm

341 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

342 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

343 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

344 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

345 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

346 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

347 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

348 書庫 書庫（大） W900×D450×H2160mm

349 書庫 書庫（大） W900×D455×H2140mm

350 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

351 書庫 書庫（大） W900×D450×H2130mm

352 書庫 書庫（小） W900×D450×H1105mm

353 書庫 書庫（小） W900×D450×H1040mm

354 書庫 書庫（小） W900×D450×H1105mm

355 書庫 書庫（小） W900×D450×H1200mm

356 書庫 書庫（小） W800×D450×H1200mm

357 書庫 書庫（小） W900×D450×H1105mm

358 書庫 書庫（小） W900×D450×H1104mm

359 書庫 書庫（小） W900×D450×H1110mm

360 書庫 書庫（小） W900×D460×H1110mm

361 書庫 書庫（小） W900×D460×H1030mm



362 書庫 書庫（小） W900×D460×H1030mm

363 書庫 書庫（小） W800×D450×H1110mm

364 書庫 書庫（小） W900×D450×H1110mm

365 書庫 書庫（小） W900×D450×H1040mm

366 書庫 書庫（小） W800×D450×H1035mm

367 書庫 書庫（小） W800×D450×H1035mm

368 書庫 書庫（両開き・小） W900×D460×H1095mm

369 書庫 書庫（両開き・小） W900×D450×H1040mm

370 書庫 書庫（両開き・小） W800×D450×H1040mm

371 書庫 書庫（両開き・小） W800×D450×H1040mm

372 書庫 書庫（両開き・小） W900×D450×H1040mm

373 机 受付台 W600×D390×H1050mm

374 机 会議用テーブル W1200×D750×H700

375 机 会議用テーブル W1８00×D900×H700

376 机 会議用テーブル W1８00×D900×H700

377 机 会議用テーブル W1８00×D900×H700

378 机 会議用テーブル W1８00×D900×H700

379 机 事務用デスク（壊れている）

380 机 事務用デスク（壊れている）

381 机 事務用デスク（壊れている）

382 机 長机

383 机 長机

384 机 長机

385 机 長机

386 机 長机

387 机 長机

388 机 長机

389 机 長机



390 机 長机

391 机 長机

392 机 長机

393 机 長机

394 机 長机

395 机 長机

396 机 長机

397 机 長机（太）

398 机 長机（太）

399 机 長机（太）

400 机 長机（太）

401 机 長机（細）

402 机 長机（細）

403 机 長机（細）

404 机 長机（細）

405 机 長机（細）

406 机 長机（細）

407 パーテーション　三つ折り W181×H1760

408 パーテーション　三つ折り W181×H1760

409 パーテーション（青）　三つ折り W270×H1500

410 パーテーション（白）　ジャバラ W132×H1800

411 テレビ 55型

412 テレビスタンド W100×D950×H1680

413 プリンター台

414 白板 白板１

415 白板 白板２

416 台車　かご W104×D600×H900

417 台車　小 W870×D590×H850



418 台車 W730×D470×H850

419 傘立て　茶 W300×D300×H450

420 傘立て　シルバー W450×D300×H540

421 傘立て W755×D370×H500

422 傘立て W520×D370×H500

423 扇風機１

424 扇風機

425 サーキュレーター

426 サーキュレーター

427 食器棚 W600×D450×H1800

428 電子レンジ

429 電子レンジ

430 ラック W700×D410×H1460

431 冷蔵庫 W500×D600×H1420

432 冷蔵庫 W600×D700×H1650

433 冷蔵庫（総長） W480×D500×H850



＜新規什器仕様書案＞

必要台数は必要数量から既存の数量を差し引いた数量となっていますが、この数量最大値とした概算となり、実際はレイアウトに従って真に必要な個数を確定し、調達すること。

ﾒｰｶｰ名 品番 色

両袖デスク W1400xD700xH720 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-110-1120 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

役員用チェア W680xD650xH1165～1255 脚 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-372-5310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

役員室打合せデスク　会議用テーブル Ｗ3200×Ｄ1200×Ｈ720 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 プラス FV-3212M T2/BK FV

役員室打合せチェア（キャスター付き）肘付 W520xD585xH880-990 脚 (4) 4 (0) 3F 役員室 不二貿易 2325-11 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ ハンター

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-855-9218 LF

1人用システムロッカー W455xD515xH1790 台 (1) 1 (0) 3F 役員室 内田洋行 5-860-0011 TW

役員応接用デスク Ｗ3600×D1200×H700 台 (1) (1) 3F 役員応接室 内田洋行 6-163-8115 ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

役員応接用チェア W680xD650xH960～1050 脚 (10) (10) 3F 役員応接室 内田洋行 5-372-1310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

会議室デスク Ｗ1800×Ｄ750×Ｈ720 台 (1) 1 (0) 3F 小会議室 プラス NN-1807PAR ロンナ

会議室チェア W500xD525xH748 脚 (8) 4 (4) 3F 小会議室 カグクロ PZ1
スタッキングチェア

既存一部廃棄

ひな壇両袖デスク W1400xD700xH720 台 (3) 3 (0) 3F ひな壇席・執務席 プラス US-147A3

フリーアドレスデスク（片面） W2400xD600xH720 台 (22) 22 (0) 3F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-110-3100 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

フリーアドレスデスク（片面） W1200xD600xH720 台 (2) 2 (0) 3F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-110-3050 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

机下ワゴン W396xD585xH606 台 (48) 48 (0) 3F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-118-5110 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

執務チェア　肘あり（ひな壇） W665×D570×H910-1005 脚 (3) 3 (0) 3F ひな壇席・執務席 カグクロ CB-100

執務チェア　肘なし（一般） W640xD610xH885～975 脚 (48) 48 (0) 3F ひな壇席・執務席 カグクロ BR-1683

打合せデスク Ｗ1500×Ｄ750-750×Ｈ720-1260 台 (1) 1 (0) 3F 打合せｽﾍﾟｰｽ LOOKIT NF-GLM-1890H ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

打合せチェア W522xD552xH777 脚 (10) 4 (6) 3F 打合せｽﾍﾟｰｽ カグクロ PZ1 スタッキングチェア

打合せデスク Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ720 台 (1) (1) 3F 打合せｽﾍﾟｰｽ プラス NN-1809PAR ロンナ

打合せハイテーブル（丸） Ｗ750×Ｄ750×Ｈ1000 台 (1) (1) 3F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-155-3034 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾅﾁｭﾗﾙﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

打合せハイチェア W500×D540×H925 脚 (2) (2) 3F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-450-3840 -

収納庫（両開き） W900xD450xH2100 台 (23) 23 (0) 3F 書庫 内田洋行 5-825-1212 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (4) 4 (0) 3F 書庫 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (4) 4 (0) 3F 書庫 内田洋行 5-855-9218 LF

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (27) 27 (0) 3F 書庫 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

倉庫用ラック（単立） W860xD450xH2100 台 (2) (2) 3F 倉庫 内田洋行 6-676-2383

倉庫用ラック（連結） W860xD450xH2100 台 (5) (5) 3F 倉庫 内田洋行 6-676-2993

個人ブースデスク Ｗ1200×Ｄ600×Ｈ720 台 (3) (3) 3F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-107-2520 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

個人ブースチェア W640xD610xH885～975 脚 (3) (3) 3F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-371-0100 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

間仕切り W900xD40xH1925 枚 (2) (2) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-511-5311 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

両開き収納庫 W900xD450xH1050 台 (2) (2) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ プラス  L6-105A W4 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（ダストボックス） W900×D450×H1050 台 (1) (1) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-822-3382

収納庫内ダストボックス 390W × 430D × 550H 箱 (2) (2) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ プラス L6-105DX-N W4 ｸﾞﾚｲ

トレー収納庫 W900×D450×1050H 台 (1) (1) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-849-0392

3人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (5) 1 (4) 3F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-32S W4	

6人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (6) 6 (0) 3F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-322S W4	

メールボックス用ラック W860xD445xH1808 台 (1) (1) 3F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-675-5011

空間区切りフレーム W900×D45×H2100 枚 (4) (4) 3F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-210-1060 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

コートハンガー W1200xD500xH1600 台 (1) (1) 3F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-404-0230

休憩スペースソファ W650×D650×H1100mm 台 (2) (2) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ
QUON

(クオン)

レプタイル2 ソファ 布地

 ハイバックソファ

休憩スペースデスク Ｗ600×Ｄ750×Ｈ720 台 (6) (6) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 6-155-1133 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾗｲﾄﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

休憩スペースチェア W540xD590xH785 脚 (8) (8) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ プラス DC-921N PG

空間区切りフレーム W900×D45×H1800 枚 (8) (8) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-210-1010 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

カウンター下収納庫（扉・底板なし） W900×D450×H1110 台 (2) (2) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-822-3352

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (2) (2) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

休憩用ソファ横　ローテーブル W1100×D550×H450 台 (1) (1) 3F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ カグクロ RY-GZSLT1155-DB

備考・特記仕様

■３F

品名 寸法 単位 数量 既存 必要台数 階数 部屋名
例示品

ishii.yumi
テキストボックス
参考資料４　新規什器仕様書案



ﾒｰｶｰ名 品番 色

両袖デスク W1400xD700xH720 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-110-1120 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

役員用チェア W680xD650xH1165～1255 脚 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-372-5310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

役員室打合せデスク　会議用テーブル Ｗ3200×Ｄ1200×Ｈ720 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 プラス FV-3212M T2/BK FV

役員室打合せチェア（キャスター付き）肘付 W520xD585xH880-990 脚 (4) 4 (0) 4F 役員室 不二貿易 2325-11 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ ハンター

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-855-9218 LF

1人用システムロッカー W455xD515xH1790 台 (1) 1 (0) 4F 役員室 内田洋行 5-860-0011 TW

役員応接用デスク Ｗ3600×D1200×H700 台 (1) (1) 4F 役員応接室 内田洋行 6-163-8115 ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

役員応接用チェア W680xD650xH960～1050 脚 (10) (10) 4F 役員応接室 内田洋行 5-372-1310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

会議室デスク Ｗ1800×Ｄ750×Ｈ720 台 (1) 1 (0) 4F 小会議室 プラス NN-1807PAR ロンナ

会議室チェア W500xD525xH748 脚 (8) 4 (4) 4F 小会議室 カグクロ PZ1
スタッキングチェア

既存一部廃棄

会議室デスク（キャスター付き） Ｗ1800×Ｄ450×Ｈ720 台 (10) 10 (0) 4F 大会議室 プラス LD-615MTN

会議室チェア W500xD525xH748 脚 (30) 15 (15) 4F 大会議室 カグクロ PZ1
スタッキングチェア

既存一部廃棄

ひな壇両袖デスク W1400xD700xH720 台 (4) 1 (3) 4F ひな壇席・執務席 プラス US-147A3 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

フリーアドレスデスク（片面） W2400xD600xH720 台 (18) 12 (6) 4F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-110-3100 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

フリーアドレスデスク（片面） W1200xD600xH720 台 (4) 4 (0) 4F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-110-3050 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

机下ワゴン W396xD585xH606 台 (40) 8 (32) 4F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-118-5110 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

執務チェア　肘あり（ひな壇） W665×D570×H910-1005 脚 (4) 4 (0) 4F ひな壇席・執務席 カグクロ CB-100

執務チェア　肘なし（一般） W640xD610xH885～975 脚 (40) 16 (24) 4F ひな壇席・執務席 カグクロ BR-1683

打合せデスク Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ720 台 (1) (1) 4F 打合せｽﾍﾟｰｽ プラス NN-1809PAR ロンナ

打合せハイテーブル（丸） Ｗ750×Ｄ750×Ｈ1000 台 (2) (2) 4F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-155-3034 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾅﾁｭﾗﾙﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

打合せハイチェア W500×D540×H925 脚 (4) (4) 4F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-450-3840 -

収納庫（両開き） W900xD450xH2100 台 (9) 3 (6) 4F 書庫 内田洋行 5-825-1212 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (11) 11 (0) 4F 書庫 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (11) 11 (0) 4F 書庫 内田洋行 5-855-9218 LF

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (20) 14 (6) 4F 書庫 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

倉庫用ラック（単立） W860xD450xH2100 台 (2) (2) 4F 倉庫 内田洋行 6-676-2383

倉庫用ラック（連結） W860xD450xH2100 台 (2) (2) 4F 倉庫 内田洋行 6-676-2993

個人ブースデスク Ｗ1200×Ｄ600×Ｈ720 台 (3) (3) 4F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-107-2520 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

個人ブースチェア W640xD610xH885～975 脚 (3) (3) 4F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-371-0100 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

間仕切り W900xD40xH1925 枚 (2) (2) 4F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-511-5311 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（ダストボックス） W900×D450×H1050 台 (1) (1) 4F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-822-3382

収納庫内ダストボックス 390W × 430D × 550H 箱 (2) (2) 3F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ プラス L6-105DX-N W4 ｸﾞﾚｲ

トレー収納庫 W800xD450xH1050 台 (1) (1) 4F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-824-8256 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

空間区切りフレーム W900×D45×H1800 枚 (1) (1) 4F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-210-1010 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

空間区切りフレーム W1200×D45×H1800 枚 (2) (2) 4F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-210-1020 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

3人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (5) (5) 4F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-32S W4	

6人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (6) 3 (3) 4F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-322S W4	

メールボックス用ラック W860xD445xH1808 台 (1) (1) 4F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-675-5011

休憩スペースソファ W650×D650×H1100mm 台 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ
QUON

(クオン)

レプタイル2 ソファ 布地

 ハイバックソファ

休憩スペースデスク Ｗ600×Ｄ750×Ｈ720 台 (4) (4) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 6-155-1133 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾗｲﾄﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

休憩スペースチェア W540xD590xH785 脚 (4) (4) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ プラス DC-921N PG

空間区切りフレーム W900×D45×H1800 枚 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-210-1010 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

空間区切りフレーム W1200×D45×H1800 枚 (1) (1) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-210-1020 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

カウンター下収納庫（扉・底板なし） W900×D450×H1110 台 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-822-3352

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

ハイテーブル（丸） Ｗ750×Ｄ750×Ｈ1000 台 (2) (2) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 6-155-3023 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾗｲﾄﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

ハイチェア W485xD518xH1020 脚 (8) (8) 4F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 6-116-8600 ﾎﾜｲﾄ 6,272,000

■４F

品名 寸法 単位 数量 既存 必要台数 階数 部屋名
例示品

備考・特記仕様



ﾒｰｶｰ名 品番 色

両袖デスク W1400xD700xH720 台 (2) (2) 5F 役員室 内田洋行 5-110-1120 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

役員用チェア W680xD650xH1165～1255 脚 (2) 2 (0) 5F 役員室 内田洋行 5-372-5310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

役員室打合せデスク　会議用テーブル Ｗ3200×Ｄ1200×Ｈ720 台 (2) 2 (0) 5F 役員室 プラス FV-3212M T2/BK FV

役員室打合せチェア（キャスター付き）肘付 W520xD585xH880-990 脚 (8) 8 (0) 5F 役員室 不二貿易 2325-11 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ ハンター

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (2) 2 (0) 5F 役員室 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (2) 2 (0) 5F 役員室 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (2) 2 (0) 5F 役員室 内田洋行 5-855-9218 LF

1人用システムロッカー W455xD515xH1790 台 (2) 2 (0) 5F 役員室 内田洋行 5-860-0011 TW

役員応接用デスク Ｗ3600×D1200×H700 台 (1) (1) 5F 役員応接室 内田洋行 6-163-8115 ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

役員応接用チェア W680xD650xH960～1050 脚 (10) (10) 5F 役員応接室 内田洋行 5-372-1310 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

会議室デスク（キャスター付き） Ｗ1800×Ｄ450×Ｈ720 台 (6) 6 (0) 5F 大会議室 プラス LD-615MTN

会議室チェア W500xD525xH748 脚 (20) 10 (10) 5F 大会議室 カグクロ PZ1
スタッキングチェア

既存一部廃棄

ひな壇両袖デスク W1400xD700xH720 台 (4) (4) 5F ひな壇席・執務席 プラス US-147A3

フリーアドレスデスク（片面） W2400xD600xH720 台 (22) (22) 5F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-110-3100 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

机下ワゴン W396xD585xH606 台 (44) (44) 5F ひな壇席・執務席 内田洋行 5-118-5110 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

執務チェア　肘あり（ひな壇） W640xD610xH885～975 脚 (4) 4 (0) 5F ひな壇席・執務席 カグクロ CB-100 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

執務チェア　肘なし（一般） W640xD610xH885～975 脚 (44) (44) 5F ひな壇席・執務席 カグクロ BR-1683 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

打合せデスク Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ720 台 (1) (1) 5F 打合せｽﾍﾟｰｽ プラス NN-1809PAR ロンナ

会議室チェア W500xD525xH748 脚 (4) 2 (2) 5F 打合せｽﾍﾟｰｽ カグクロ PZ1
スタッキングチェア

既存一部廃棄

打合せデスク Ｗ1200×Ｄ900×Ｈ720 台 (1) (1) 5F 打合せｽﾍﾟｰｽ LOOKIT NF-GLM-1890H

打合せハイテーブル（丸） Ｗ750×Ｄ750×Ｈ1000 台 (1) (1) 5F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-155-3034 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾅﾁｭﾗﾙﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

打合せハイチェア W500×D540×H925 脚 (2) (2) 5F 打合せｽﾍﾟｰｽ 内田洋行 6-450-3840 -

収納庫（両開き） W900xD450xH2100 台 (11) (11) 5F 書庫 内田洋行 5-825-1212 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (14) 8 (6) 5F 書庫 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

倉庫用ラック（単立） W860xD450xH2100 台 (2) (2) 5F 倉庫 内田洋行 6-676-2383

倉庫用ラック（連結） W860xD450xH2100 台 (6) (6) 5F 倉庫 内田洋行 6-676-2993

個人ブースデスク Ｗ1200×Ｄ600×Ｈ720 台 (3) (3) 5F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-107-2520 ｵﾌﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ

個人ブースチェア W640xD610xH885～975 脚 (3) (3) 5F 集中/ﾃﾚﾜｰｸｴﾘｱ 内田洋行 5-371-0100 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ

間仕切り W900xD40xH1925 枚 (2) (2) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-511-5311 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (1) (1) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

収納庫（ダストボックス） W900×D450×H1050 台 (1) (1) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-822-3382

収納庫内ダストボックス 390W × 430D × 550H 箱 (1) (1) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-410-1070 ｸﾞﾚｲ

トレー収納庫 W900×D450×1050H 台 (1) (1) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-849-0392

収納庫天板 W900xD450xH18 台 (3) (3) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-855-9218 LF

収納庫ベース W900xD450xH50～70 台 (1) (1) 5F ｺﾋﾟｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-825-9014 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

3人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (5) (5) 5F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-32S W4	

6人用システムロッカー W900xD515xH1790 台 (6) (6) 5F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ プラス LK2-322S W4	

メールボックス用ラック W860xD445xH1808 台 (1) (1) 5F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-675-5011

空間区切りフレーム W900×D45×H2100 枚 (4) (4) 5F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 5-210-1060 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

コートハンガー W1200xD500xH1600 台 (1) (1) 5F ﾛｯｶｰｺｰﾅｰ 内田洋行 6-404-0230

休憩スペースソファ W650×D650×H1100mm 台 (2) (2) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ
QUON

(クオン)

レプタイル2 ソファ 布地

 ハイバックソファ

休憩スペースデスク Ｗ600×Ｄ750×Ｈ720 台 (3) (3) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 6-155-1133 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ/ﾗｲﾄﾌｧｲﾝｳｯﾄﾞ

休憩スペースチェア W540xD590xH785 脚 (3) (3) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ プラス DC-921N PG

空間区切りフレーム W900×D45×H1800 枚 (2) (2) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-210-1010 ｴﾙﾌﾞﾗｯｸ

カウンター下収納庫（扉・底板なし） W900×D450×H1110 台 (1) (1) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-822-3352

収納庫（両開き） W900xD450xH1050 台 (2) (2) 5F ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｴﾘｱ 内田洋行 5-820-5202 ｵﾌﾎﾜｲﾄ

受付台 W450xD450xH700 台 (1) 1 (0) 5F 受付 内田洋行 6-400-3200 ﾎﾜｲﾄ ########

■５F

品名 寸法 単位 数量 既存 必要台数 階数 部屋名
例示品

備考・特記仕様


