
お知らせ

今般、当協会におきまして、「空調機等（助成資器材）の購入」他の発注を予定して

います。

本業務は、一般競争入札方式（郵便入札）により発注することとしたので、入札参加希

望者を下記により募集します。

件名別・整理番号別の入札であることに注意願います。

平成２６年６月２日（月）

一般財団法人 空港環境整備協会

会 長 岩 崎 貞 二

記

１．業務概要 （契約件名） （別紙（助成資器材）購入区分表整理番号）

（１）契約件名

「空調機等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号 No.１～ No.４

「テレビ等家電機器（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号 No.１～ No.３

「各種資器材等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号 No.１～ No.２０

「事務資器材等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理版後 No.１～ No.４

「音響機器等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号 No.１～ No.４

＊注意点：入札書を作成する時の注意点として、入札書は契約件名・購入区分整理

番号別に作成願います。

記載例は、「空調機等（助成資器材）の購入、整理番号 No.２、￥入札額」

と記載し、入札額は整理番号別に消費税相当額を含んだ総額とします。

（２）履行場所 別途交付します「入札説明書」に記載する「助成資器材等購入」

一覧表の対象施設。

（３）契約内容 （１）の資器材等の購入、搬入・設置、必要に応じて調整等とし

ます。

（４）履行期限 平成２６年９月５日（金）

ただし、早期納品が可能なものについては履行期限を待たずに

実施。

（５）本案件は、競争参加資格確認申請書及び資料の提出、入札等を郵便により行い

ます。



２．競争参加資格

（１）平成２５・２６・２７年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品

の販売」においてＡ．B．C または D に格付けされた者または地方公共団体の物

品等競争入札参加資格者であること。

（２）会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（３）競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資

料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、東京航

空局長あるいは大阪航空局長または地方公共団体から上記１．（２）の道府県内

において指名停止を受けていないこと。

３．入札手続等

（１）担当部 〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿３丁目２番１１号

（新宿三井ビルディング２号館９階）

一般財団法人 空港環境整備協会 経理部

電話０３－５３２２－６１５３

（２）入札説明書の交付期間、場所及び方法

①交付期間 平成２６年６月２日（月）から平成２６年６月１３日（金）までの

土曜日及び日曜日を除く午前９時から午後５時までの間

②場 所 (ｲ）上記（１）に同じ

（ﾛ）当協会各事務所

③方 法 無償にて配布します。

（３）入札参加資格確認申請書及び資料の提出期限、場所及び方法

①提出期限 平成２６年６月２０日（金）午後５時まで

②場 所 上記（１）に同じ

③方 法 郵便（書留郵便に限る。提出期限内必着）により提出すること。

（４）入札、開札の日時並びに場所及び入札書の提出方法

①入札の締め切り 平成２６年７月１１日（金）午後５時まで

②開札の日時・場所 平成２５年７月１５日（火）午前１０時

一般財団法人 空港環境整備協会 経理部

③入札書の提出方法 郵便（書留郵便に限る。提出期限内必着）により提出すること。

④入札書の金額は、消費税込みとし整理番号毎の総価で提出すること。

（５）入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記

載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とします。

（６）落札者の決定方法

当協会が設定した予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とします。

なお、最低の価格をもって入札した者が２人以上いるときは、当該者にくじを

引かせて落札者を決定します。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の



内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもつて入札した他の者の

うち最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

４．その他

（１）入札保証金 免 除

（２）資料のヒアリングを必要とする場合には行います。

（３）提出に必要な書類の作成、提出及び説明に関する一切の費用は応募者の負担と

します。

（４）当協会に提出された一切の書類は返却しません。

（５）その他詳細は入札説明書によります。



２６年度助成資器材等の購入

入 札 説 明 書

添付書類

１.仕 様 書

２.競争参加資格確認申請書

平成２６年５月

一般財団法人 空港環境整備協会



入札説明書

一般財団法人 空港環境整備協会の空港周辺環境整備事業の一環として「助成資器材等の購入」に係る
「お知らせ」に基づく一般競争入札（郵便入札）については、この入札説明書によるものとします。

１．公 告 日 平成２６年 ６月 ２日（月）

２．発 注 者 一般財団法人 空港環境整備協会 会長 岩 崎 貞 二

３．業務概要 （契約件名） （別紙（助成資器材）購入一覧表整理番号）
（１）契約件名

「空調機等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号No.１～No.４

「テレビ等家電機器（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号No.１～No.３

「各種資器材等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号No.１～No.２０

「事務資器材等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理版後No.１～No.４

「音響機器等（助成資器材）の購入」 購入区分表整理番号No.１～No.４

注：契約件名５件と各々の契約購入区分とで計３５区分の整理番号となってます。

（２）履行場所 別紙「助成資器材等購入」一覧表記載の対象施設
（３）契約内容 （１）の購入、搬入・設置及び調整等
（４）履行期限 平成２６年９月５日（金）まで

ただし、早期納品が可能なものについては履行期限を待たずに実施。
（５）本業務は、申請書及び資料の提出、入札等を郵便により行います。

４．競争参加資格

（１）平成２５・２６・２７年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」においてＡ．
Ｂ．ＣまたはＤに格付けされた者または地方公共団体の物品等競争入札参加資格を有する者である
こと。

（２）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者でないこと。

（３）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、東
京航空局長あるいは大阪航空局長または地方公共団体から上記３．（２）の道府県内において指名停
止を受けていないこと。

５．担当部
〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿３丁目２番１１

（新宿三井ビルディング２号館９階）
一般財団法人 空港環境整備協会 経理部 電話０３－５３２２－６１５３

６．競争参加資格の確認等

（１）本競争の参加希望者は、４．に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い競争参
加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を
提出し、一般財団法人 空港環境整備協会 会長から競争参加資格の有無について確認を受けなければ
ならない。
①提出期間：平成２６年６月２日（月）から平成２５年６月１３日（金）午後５時まで
②提出場所：上記５．に同じ
③提出方法：郵便（書留郵便に限る。提出期間内必着。）により提出のこと。

（２）申請書は、別記様式－１により作成すること。
（３）競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は競争参

加資格があると確認された者に平成２６年６月２０日（金）までに、郵送（書留郵便）で通知します。
（６）その他

① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、応募者の負担とします。
② 提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外には提出者に無断で使用しません。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しません。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めません。
⑤ 申請書及び資料に関する間い合わせ先

一般財団法人 空港環境整備協会 環境整備部 電話 ０３－５３２２－６１５５



７．入札説明書及び仕様書等に対する質問及び回答

（１）入札説明書及び仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。
① 受領期間：競争参加資格の確認を交付交付した日から平成２６年６月２５日（水）午後５時まで
② 提出方法：電子メールにより提出すること（書式は自由）。

③ メールアドレス：y-oonuma@aeif.or.jp
（２）上記（１）の質問に対する回答書は、つぎにより閲覧します。

① 閲覧期間：平成２６年６月２３日（月）から平成２６年７月２日（水）午後５時まで
② 閲覧場所：一般財団法人空港環境整備協会ホームページ内の「入札情報」

http://www.aeif.jp/

８．入札及び開札の日時及び場所等

（１）入札締切日時：平成２６年７月１１日（金）午後５時まで
（２）開 札 日 時 ：平成２６年７月１５日（火）午前１０時
（３）場 所：東京都新宿区西新宿３丁目２番１１号（新宿三井ビルディング２号館９階）

一般財団法人 空港環境整備協会 経理部
（４）そ の 他：開札は、入札事務に関係のない当協会職員を立ち会わせて行います。

９．入札方法等

（１）入札書は、郵便（書留郵便に限る。提出期限内必着。）により提出すること。
（２）提出に当たっては二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れ封印する。

中封筒には、入札参加者名、入札件名及び入札書在中の旨を記載した上で郵送用の外封筒に同封し
（複数の中封筒の同封可）郵送する。

（３）入札書は入札件名、整理番号別に作成するものとし、入札書に記載する金額は、消費税等相当額を
含んだ額で整理番号毎の総価を記載すること。

（記載例：「各種資器材等（助成資器材）の購入、整理区分No５．」と明記し、入札額は「消費税込み
の総額の入札価額」を記載する。）

（４）入札の執行において、第１回の入札が不調の場合、第２回以降の再度入札はその都度ＦＡＸにより
指示する日までに提出すること。

（５）入札を２回行って落札者がいない場合は、本一般競争入札は中止とする。

１０．入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札
及びこの入札説明書（添付書類を含む。）において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無
効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。

なお、一般財団法人 空港環境整備協会 会長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、
開札の時において４．に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当します。

１１．支払条件

（１）適法な支払請求書を受理した日から６０日以内に振込にて支払うものとします。

１２．その他
（１）入札参加者は、この入札説明書を熟読し、これを遵守すること。
（２）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には、今後の競争入札参加の申し込みを認めないことがあ

ります。



 

助成資器材等購入共通仕様書 

 
 
１．件  名    別紙入札説明書の各契約件名のとおり 

 
 
２．数  量    別紙 各資器材等（助成資器材）の購入一覧表 

のとおり 

 
３．納入場所    別紙（同上）に表示の対象施設 

 
４．納  期    平成２６年９月５日（金）まで 

ただし、早期納品が可能なものについては履行期限を待たず

に実施。 

 
５．概  要    本件は、空港周辺環境整備事業に伴う助成資器材として購入 

するものである。 

 
６．仕  様    別紙「特記仕様書」のとおり 

 
７．検  査    資器材の納入に際しては、各当協会事務所の検査職員による 

本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。 
 以 上 

 
 

平成２６年６月２日 

 
環境整備部企画課 大沼 保憲 

電話 03 - 5322 - 6155 
 



特 記 仕 様 書 

第１章 総  則 

 
第１条 適  用 

１． 本特記仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、発注者一般財団法人 
空港環境整備協会会長を「甲」とし、請負者を「乙」とする。 
一般財団法人空港環境整備協会が指定する施設への助成資器材等の購入

（以下、「本業務」という。）に適用する。 
２． 本業務の履行に当たっては、本仕様書による他共通仕様書によるものと

する。 

 
第２章 資器材等仕様 

 
第２条 購入する資器材等の構成等 

本件で購入する資器材は別紙「○○資機材等（助成資器材）の購入」一覧

表の「型式規格等」に示す機種指定又は同等品のものとする。 
なお、別紙の「型式規格等」欄に示す機種と同等品のものを納入する場合

は、同等品であることを確認できる書類（パンフレット等で可）を環境整備

部に提出するものとする。 
また、資器材の納入に際しては地元、地方公共団体・納入対象施設等の担

当者と十分調整を図るとともに、設置・配線・配管・接続・調整等の必要な

措置を行うものとする。 

 
第３章 雑  則 

 
第３条 品質確認 

乙は、納入検査に先立ち、資器材等が正常に使用できることを確認するこ

と。 

 
第４条 納  入 

１．納入は、当協会事務所担当職員並びに地方公共団体・納入対象施設等の担

当者と日程等を調整して行うものとする。 
２．納入時期は、平成２６年９月５（金）までとする。 

ただし、早期納品可能時には納入期限を待たずに実施。 
３．請負者は、必要な養生（安全確保・建物等既存物の損傷防止等）の一切を

行うものとする。 



４．請負者は、当協会の「助成物件の表示要領」に基づき、協会（各事務所）

から交付される助成資器材シールを納品する資器材に表示しなければなら

ない。 
５．請負者は、航空機騒音その他を考慮して言動に注意し、住民との間 
に誤解、紛争等を生じないよう注意しなければならない。 
なお、住民との間に万が一誤解等が生じた場合には、直ちに監督職 

員に報告するものとする。 

 
第５条 納入検査 

納入検査は、納入完了後、本仕様書及びその他の検査結果等に基づ 
いて行うものとする。 
なお、検査終了後完了写真を撮り「甲」に提出するものとする。 

 
第６条 疑  義 

本仕様書等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 
 

以 上 

 
 
 



別紙

空調機等（助成資器材）の購入

事務所 自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

新元島自治会館 エアコン
日立　RASSV56C2W
専用コンセント設置工事等工事含む 2

みどり区自治会館 エアコン

ダイキン
･AN71PCPK-W　(2台)
･AN63 PCPK-W　(1台)
設置、既設エアコン撤去(4台)、
リサイクル含む

1式

高知 南国市 2 西野々公民館 エアコン（工事費一式込み) ﾀﾞｲｷﾝ　S40NTEP-W 1

春日幼稚園 天吊形エアコン

ﾀﾞｲｷﾝ SZZH80CBT
ﾄﾞﾚﾝ配管工,壁貫通工,電源工
機材交通運搬費
諸経費込み

1

宝幼稚園 壁掛形エアコン

ﾀﾞｲｷﾝ SYA80CBT
機器設置,冷媒配管,ﾄﾞﾚﾝ配管,
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ,壁貫通,基礎工事,
調整費,電線管,ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,
仮設工事,雑材消耗品費等込み

2

国分共同利用施設 空調機
ﾀﾞｲｷﾝ S25PTAXS
（取付費,冷媒配管費,配管保護費,工事費,諸
経費込み）

1

水城台公民館 ｴｱｺﾝ

ﾎ-ﾙｴｱｺﾝ ﾀﾞｲｷﾝ SZZC224CBD
壁掛形ｴｱｺﾝ ﾀﾞｲｷﾝ AN40PEPW
 基礎工事,搬入取付費,撤去
 工事費,冷媒配管,ﾄﾞﾚﾝ配管,
 ﾘｻｲｸﾙ費,現場経費等含む

1

注 ： 「型式規格等」欄について

①購入資器材は「型式規格等」欄に示す機種指定または同等品とする。

②ただし、「型式規格等」欄の中で「規格品」との表示機器は指定機種に限定する。なお、指定機種が製造中止等の場青は同等品とする。

③同等品を提示する場合は、同等品であることが確認できるもの（パンフレット等）を添付する。

④購入資器材の納入に際しては、自治体・納入対象施設の担当者・当協会事務所担当職員と十分に調整を図り、疑義が生じないよう努めること。

　また、「型式規格等」欄に配管・配線・接続・設置工事・調整等の記載がある場合を含め、資器材の円滑な納入に際し必要な事項を実施すること。

空調機等（助成資器材）の購入

福岡

春日市 3

太宰府市 4

新潟 新潟市 1



別紙

テレビ等家電機器（助成資器材）の購入

事務所 自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

大森本町二丁目
新地町会会館

デジタルカメラ
パナソニック　DMC FH10S
   16GSDカード2枚込み 1

ノートパソコン 富士通　FMV AH45KB2 1

プリンター エプソン　EP-705A 1

はまなす会館
（本船江町町内会）

LED照明器具(ランプ３６ヶ込み)
パナソニック　NNF42001
　LE9／LDL40S･N22/25 18

テレビ パナソニック　TH-L42E5 1

冷蔵庫
パナソニック　NR-556XV
設置、既存品処理含む 1

船江保育園
(社会福祉法人・順和会）

デスクトップパソコン
DELL　Vostro270　SFF
  19'ﾓﾆﾀｰ、Msofficepersonal 2010
ｾｯﾄｱｯﾌﾟ･設置費含む

1

ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK A573/GW 12

プロジェクター

エプソン
･プロジェクター　EB-X24
･スクリーン   ELPSC25
･ 延長ケーブル　ELPCB05
･レーザーポインター  ｻｼ-40N

１式

みどり区自治会館 テレビ パナソニック  TH-L39C60 1

デスクトップパソコン
NEC　MJ34LLV21FXGSC2（SSS）
ｾｯﾄｱｯﾌﾟ,ﾃﾞｰﾀ移行費含む 1

エアコン
パナソニック　CSJ283C
配管6m,専用コンセント設置含む 1

液晶テレビ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　TH-L39C-60
 (専用置台、地デジアンテナ工事込み) 1

ブルーレイレコーダー ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　DMR-BR-130K 1

掃除機 日立　CV-SW5000 1

オ－ブンレンジ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NEM265 1

カラ－プリンタ－ キャノン IX6530 1

ｉPad
ｱｯﾌﾟﾙ MD510J/A Retina
・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・16GB・Wi-Fiﾓﾃﾞﾙ・ﾌﾞﾗｯｸ 18

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ ｱｲｺﾑ(株)AP-8000 1

大和保育所 冷暖ｴｱｺﾝ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CS-EX363C
  (取替工事費込み) 1

液晶ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾋﾞｴﾗ VTH-L39C60 1

HDD ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾚｺ-ﾀﾞ-
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ DIGA DMRBZT830
 HDMI ｹ-ﾌﾞﾙPR-CHE15込み 1

ノ－トパソコン
NECVJ24L/FW-GSP
基本ｾｯﾄ(ﾃﾞ-ﾀｺﾝﾊﾞ-ﾄ含) 1

つくしんぼｸﾗﾌﾞ(春日野小) ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-・ｽｸﾘ-ﾝ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-　ｴﾌﾟｿﾝ EBX24
ｽｸﾘ-ﾝ　ｲｽﾞﾐ RS100 1

なかよしｸﾗﾌﾞ(春日東小) ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ HP ENVY  DV7-7300/CT 1

さくらｸﾗﾌﾞ(春日南小) ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ HP ENVY  DV7-7300/CT 1

たいようｸﾗﾌﾞ(春日原小) 42型液晶ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ THL42DT60 1

冷蔵庫 日立 RC5700(XS) 1

液晶ﾃﾚﾋﾞ
ｼｬ-ﾌﾟ LC40G7
(ﾘｻｲｸﾙ料,搬送料込み) 1

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-・携帯ｽｸﾘ-ﾝ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-　ｴﾌﾟｿﾝ EB1945W
携帯ｽｸﾘ-ﾝ　ｴﾌﾟｿﾝ ELPSC25 1

ｵ-ﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NEBS700 1

冷蔵庫 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NRF607XV 1

液晶ﾃﾚﾋﾞ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ THL50E60
 ﾃﾚﾋﾞ台 朝日 ASCS1200含む 1

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-・ｽｸﾘ-ﾝ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ-　ｴﾌﾟｿﾝ EB-X14
ﾓﾊﾞｲﾙｽｸﾘ-ﾝ　ｲｽﾞﾐ RS-80 1

ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ
富士通 A553/GX FMVA0300TX
搬入経費,引取り費込み 1

春日市

くすの木幼稚園

テレビ等家電機器（助成資器材）の購入（    ）

太宰府市

水城台公民館

水城ヶ丘公民館

通古賀共同利用施設

福岡

福岡市

3

東月隈会館

東月隈小学校

高知 南国市 2 西野々公民館

東京 大田区

1

大森本町二丁目
新地町会会館

新潟 新潟市

船江平和台町内会集会所

松浜みなと自治会館

松浜あゆみ幼稚園
(学校法人あゆみ秀英学園）

y-oonuma
タイプライターテキスト
１

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト



別紙

テレビ等家電機器（助成資器材）の購入

事務所 自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

テレビ等家電機器（助成資器材）の購入（    ）

掃除機 ダイソン社　DC48MHSF 1

エアコン
日立　RASSV56C2W
専用コンセント設置工事等工事含む 1

冷蔵庫 パナソニック　NRF-607T　Ｎ 1

テレビ シャープ　LC32-DR9B 1

電子ピアノ カシオ　AP650MBK 1

パソコン アップル社　MD101JA 1

液晶テレビ シャープＡＱＵＯＳ  LC-52W9（52型） 1

シアターラック シャープ　AN-AR530 1

ブルーレイレコーダー シャープ　BD－S520 1

特別養護老人ホーム
 　白川の里

ノートパソコン

ＮＥＣ VersaPro J タイプVL
　Win7Pro32ビットSP1
　（Win8からのダウングレード）
　15.6型ワイドHD液晶（1366×768ドット）
　テンキー付キーボード
　4GBメモリ（DDR3-SDRAM4GB×1）
　320GB　HDD
　DVDスーパーマルチドライブ
　リチウムイオンバッテリ（L)
　無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)
　MSOffice Home&Business2013
　インテルCorei3-3110M(2.4GHz)

14

デジタルカメラ 富士フィルム FinePix F900EXR 1

パソコン 富士通ESPRIMO D551/GX FMVD0510P 1

液晶ディスプレイ 三菱　17型RDT1713LM 1

プリンタ エプソン LP-S3200 1

益城町 大峰公民館 冷蔵庫

ＭＲ－ＪＸ５２Ｗ－Ｎ
リサイクル料金（Ｅ） ＲＥﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳｺﾒｰｶｰﾌﾒｲﾀﾞｲ
運搬料金 ﾘｻｲｸﾙｼｭｳｼｭｳｳﾝﾊﾟﾝ1050
配達料金 93919999ダイヒヨ

1

エアコン 富士通ＡＳ-V25Ａ-W 1

46型ＴＶ
三菱ＬＣＤ46ＭＤＲ3
諸経費込み 1

掃除機 ＥＣ-PⅩ200-P 1

ノートパソコン
ＮＥＣ　VｅｒｓａPｒｏ　VK25TLNZ1TZF
パソコン設定費込み 1

プリンター複合機
リコーＡ4モノクロレーザープリンター複合機
　SP3510SF  搬入設置費込み 1

液晶テレビ シャープ　　ＬＣ４６ＸＬ９ 1

ブルーレイレコーダー シャープ　　ＢＤＷ５１５ 1

冷蔵庫 東芝　　　　　ＧＲＦ４３ＦＳＮＵ 1

掃除機 三菱　　　　　ＴＣＥＸ８５１ＥＩＮ 1

注 ： 「型式規格等」欄について

①購入資器材は「型式規格等」欄に示す機種指定または同等品とする。

②ただし、「型式規格等」欄の中で「規格品」との表示機器は指定機種に限定する。なお、指定機種が製造中止等の場青は同等品とする。

③同等品を提示する場合は、同等品であることが確認できるもの（パンフレット等）を添付する。

④購入資器材の納入に際しては、自治体・納入対象施設の担当者・当協会事務所担当職員と十分に調整を図り、疑義が生じないよう努めること。

　また、「型式規格等」欄に配管・配線・接続・設置工事・調整等の記載がある場合を含め、資器材の円滑な納入に際し必要な事項を実施すること。

西原台公民館

3

の

つ
づ
き

託麻ワークセンター

特別養護老人ホーム
　バラ苑

西原村

宮崎 宮崎市 南飛鳥自治公民館

熊本

熊本市

ベビーの託児室
  アンジェリカ

y-oonuma
タイプライターテキスト
２



別紙

各種資器材等（助成資器材）の購入

事務所自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

函館 函館市 1 障がい者支援施設
希望ヶ丘学園

テーブル・イスセット

ミーティングテーブル・チェア
 （既存品撤去廃棄含む）
・ｲﾄｰｷ　DDC-127FｰZ9W9（１６台），
・愛知　TECS・M-SX（３０脚）

一式

仙台 岩沼市 2 矢野目連合町会 テント
型式
２間×３間（3.6m×5.4m)
名前入れ含む

一式

新潟 新潟市 3 新屋敷会館 物置
ヨド物置　LMCS-2515HGL
組立、設置含む 1

デジタルトランシーバー ICOM IC-DPR6 2

ワンタッチイベントテント(一式)

ワンタッチイベントテント 小川キャンパル
　品番6173 アルミ3030  ｶﾗｰ01ホワイト
ワンタッチ用ウォ－ル 小川キャンパル
　品番7142 ウォール300  ｶﾗｰ01ホワイト (3個)
ワンタッチ用ウォ－ル小川キャンパル
  品番7084  (4個)
テント出荷送料込み

一式

大森東貴船自治会 発電機 HONDA ENEPO EU9iGB 1
大森東一丁目団地自治会 リアカー ピカコーポレーション PHC-150 1

6 西野々公民館 屋外用掲示板 （取付費込）
幅約160×奥行約10×高さ約120㎝
頭トタン巻き、塗装白色
コンパネ＆桧棒仕上げ

1

7 吾岡保育園 ワンタッチテント（アンパンマン）
フレーベル館　７３１１０１
240㎝四方×高さ270㎝ 3

ステンレス寸同鍋 ＤＤＦ５６４４　　３６㎝ 1

鋳物コンロ　　ＬＰガス用 ＤＢＣ５００１　ＭＤ－２１０（二重） 1

アルミ鋳物羽釜（カン無し）

アルミ鋳物羽釜（カン無し）　ＡＫＶＧ９３６　　３６㎝
　羽釜専用木蓋（スカルプ）　ＡＫＶＦ３３９
　羽釜受け五徳　ＡＫＶＧ８３６　カネイ
　五徳受け丸枠　ＡＫＶＦ３３９　カネイ

1

アップライトピアノ ディアパソン社 DN48BS 1

マーチング楽器セット

スズキ
ドラム（アルト）　MDS-10　８台
ドラム（テナー）　MDT-10　８台
ドラム（ツイン）　W-8MR　２台
ドラム（バス）　MDB-18　２台
ドラム用ホルダーDMP-471　１６個
ドラム用ホルダー　DMP-476　２個
キーボード　MK-3600　４台
グロッケン　MG-25　２台

一式

熊本市 10 社会福祉施設
　ひむき保育園

ヨーグルト製造機
㈱アドバンス社
ヨーグルトフロッピー　FY-200 1

社会福祉施設
　ひむき保育園

食器洗浄機
ホシザキ電気㈱製　JWE-580UA
設置工事費、動力配線工事費含む 1

障害者支援施設　朋暁苑 全自動製氷機
ホシザキ電機 IM-25M 398×450×770
搬入据付工事費込 1

乾式ホットパック装置 MINATO社 ホットリズミー　MHR-2 ２人用 1

シャワーチェアー カワムラサイクル KS11-PF 4
社会就労センター
  ライン工房

フードプリンター マスターマインド社製 MMP813BT-F 1

バームクーヘンオーブン

中部コーポレーション製BUE01A
キャスター付移動台 900×600×800
めん棒専用ラック 2本掛用
めん棒 60mm　BUA60A
めん棒 BUASEA
成型板
トンボ
カステラ包丁 33ｃｍ　8396000
搬入据付費含む

1

マルチベーカーＰＲＯ
サンテックコーポレーション製MSP-100
熱盤セット(4ヶ) 1

各種資器材等（助成資器材）の購入（    ）

大田区

5

熊本市

宮崎 宮崎市 8 南飛鳥自治公民館

東京

4 大森西地区
自治会連合会

高知 南国市

保育所　小山保育園9熊本市

熊本

11

熊本市 12 障害者支援施設　朋暁苑

熊本市

13
託麻ワークセンター

y-oonuma
タイプライターテキスト
１



別紙

各種資器材等（助成資器材）の購入

事務所自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

各種資器材等（助成資器材）の購入（    ）

鉄製ﾀﾄﾞﾗｰﾋﾞｰｸﾞﾙわんぱく機関車
本体費（Ｊ１３ＹＧ３５３）
搬入費、組立費込み 1

アクティブ三輪車（大） ＨＥＧ００３ 5

新所公民館 スタイロ床　畳　 新畳(37)、半畳(1) 37

ホーローシステムキッチン
エマーユ　Ⅰ型　300㎝
既存キッチン撤去、
設備（給水・排水）工事込み

1

換気扇パイプファン

富士通Ⅴ12ＰＤ6  (2台)
深型フード 三菱P18ⅤＡＱ3  (2台)
電気配線・器具取り付け パイプファン(2個)・
                                 トイレコンセント(1個)

2

車いす ミキＣ00045 2

草刈り機 マキタMEM2651UH 1

物置 イナバNXN55　組立基礎工事含む 1

掛け時計 カシオＩＣ-419SＪ-9JF 1

座卓 180*45*33 6

ワンタッチテント
3.6ｍ*7.2ｍ
テント用重石20kg (6個込み) 1

刈払機 HONDA　UMK425-UVJT 2

物置
ネクター一般型　3050*2210*2020
棚Ｃセット(2ヶ)、雨とい(1ヶ)、ミニスロープ(1ヶ)込み 1

福岡市 17 東箱崎公民館 ｱﾙﾐ製組立式ｽﾃ-ｼﾞ一式

ｽﾃ-ｼﾞ脚部(H400仕様)(株)ﾅｲｷ AL-S40W
W900,D900,H380 (16個)
ｽﾃ-ｼﾞ天板(株)ﾅｲｷ AL-ST90 W900,D900,H20 (28
枚)
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ (株)ﾅｲｷ SE90 900L (9個)
ｴﾌﾟﾛﾝｽｶ-ﾄ (株)ﾅｲｷ S-ESA ひだ有り (7m)
ｽﾃｯﾌﾟ (株)ﾅｲｷ AL-SYS1 W950,D300,H200 (2台)
収納ｷｬﾘｨ (株)ﾅｲｷ AK-C1 900ﾀｲﾌﾟ (2台)
運搬搬入設置費込み

一式

光町共同利用施設 テント
(株)越智工業所
ｷﾝｸﾞﾃﾝﾄ 3号及び４号各1張り 1

大和保育所 遮熱ﾃﾝﾄｵｱｼｽ(小） (株)ｼﾞｬｸｴﾂ HFB0831 1

春日市 19 大和保育所 包丁まな板殺菌庫(設置費含) ﾎｼｻﾞｷ HSB-４SA-H 1

卓球台(ﾈｯﾄ,ﾎﾞ-ﾙ,ﾗｹｯﾄ付) MDFSB18 2

ｼﾞｪｯﾄﾀｵﾙﾐﾆ JT-MC106G-W 2

演台 ｲﾄ-ｷ LCG-409-W7 1

注 ： 「型式規格等」欄について

①購入資器材は「型式規格等」欄に示す機種指定または同等品とする。

②ただし、「型式規格等」欄の中で「規格品」との表示機器は指定機種に限定する。なお、指定機種が製造中止等の場青は同等品とする。

③同等品を提示する場合は、同等品であることが確認できるもの（パンフレット等）を添付する。

④購入資器材の納入に際しては、自治体・納入対象施設の担当者・当協会事務所担当職員と十分に調整を図り、疑義が生じないよう努めること。

　また、「型式規格等」欄に配管・配線・接続・設置工事・調整等の記載がある場合を含め、資器材の円滑な納入に際し必要な事項を実施すること。

熊本

益城町

緑ヶ丘公民館

西原台公民館

水城ヶ丘公民館

西原台公民館

西原村 15

14 社会福祉法人ゆたか福祉会
広崎保育園

福岡
春日市 18

西原村 16

太宰府市 20

y-oonuma
タイプライターテキスト
2

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト

y-oonuma
タイプライターテキスト



別紙

事務機器資器材等（助成資器材）の購入

事務所自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

大田区 1 大森本町二丁目
仲町会集会所

脚折りたたみ式テーブル
ジョイテックス
TWS-M1845WN380-654 4

船江保育園
(社会福祉法人・順和会）

カラー複合機
京セラ　TASKalfa 2550ci
給紙デスク PF-790
,FAXキット,搬入設置料含む

1式

松浜あゆみ幼稚園
(学校法人あゆみ秀英学
園）

複写機

RICOH MP 1601 SP
･給紙テーブル　PB2010
･サプライテーブル　TB2000
･ドキュメントフィーダー　DF2020
搬入設置指導料含む

1式

熊本市 3 社会福祉施設
　ひむき保育園

デジタル印刷機
理想科学工業㈱
RISOGRAPH MD5450　2COLOR架台Ｎタイプ
設置料含む

1

東月隈会館
折りたたみ式会議テ－ブル・
折りたたみチェア－

折りたたみ式会議テ－ブル
  ﾆｼｷ工業(株)KT1845S ﾛ-ｽﾞ色(10脚)
  ﾆｼｷ工業(株)KT1860S ﾛ-ｽﾞ色(15脚)
折りたたみチェア－
  (株)サンケイ SCF65-MY ﾌﾞﾙ-(170脚)
配送料込み

1式

下臼井町会館 和机
ｺｸﾖ KTT43P1F ﾛ-ｽﾞｳｯﾄﾞ色
配送料込み 20

折りたたみ会議用テ－ブル ｲﾄ-ｷ THX-186LS 5

スタッキングチェア ｲﾄ-ｷ KKR-360DF-Z9G7 15

折りたたみ会議用テ－ブル 弘益 KTZ-１８４５SE(RO) ﾛ-ｽﾞ色 8

(座卓兼用)ミ－ティングチェア ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ SNC-ST4BL （ﾌﾞﾙ-） 10

折りたたみ会議用テ－ブル ｺｸﾖ KT30F1NN 25

スタッキングチェア ｺｸﾖ CK-890VR64N 100

宝幼稚園 折りたたみテ－ブル　天板縁ソフトエッジ FLTS-1845 2

大和保育所
やわらかﾊﾞｽｹｯﾄ名札付き
ﾛｯｶ--(12人用)

(株)ｼﾞｬｸｴﾂ W1222x D550x H990
 (搬入費込み) 4

折りたたみ会議用テ－ブル ｵｶﾑﾗ 81F1CA-MK37 6

スタッキングチェア ｵｶﾑﾗ 8104FX-P654 16

台車 ｵｶﾑﾗ 8114DS-Z32 1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾗ-複合機

東芝 FC-2050CJPH(HDD)
 自動両面原稿送り装置 東芝 MR-3024
 多段給紙装置 東芝 KD-2015J
 給紙ユニット 東芝 MY-1040J
 給紙コントロ－ラ 東芝 GH-1080
 搬入設置費込み

1

折りたたみテ－ブル・折りたたみ椅子
折りたたみテ－ブルKHL-1845 20脚
折りたたみ椅子 E653B 20脚 20

折りたたみ和テ－ブル・和室ﾛ-ﾁｪｱ-
折りたたみ和テ－ブル KHL-1845W　10脚
和室ﾛ-ﾁｪｱ-　TPC-46K　10脚 10

通古賀共同利用施設 両面ﾎﾜｲﾄﾎﾞ-ﾄﾞ ｲﾄ-ｷ BBX-1809WW-W9 1

ｽﾁ-ﾙ引違い書庫 内田洋行 HS SH-09U (C) 1

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 内田洋行 HS LA-10_(C) 1

HS 後仕切板,仕切板L,ﾍﾞ-ｽ 内田洋行 1-270-8301,8032,HS B-900 1

片袖ﾃﾞｽｸ 内田洋行 片袖ASLH127-3 1

ミ－ティングチェア 内田洋行 MF-277　1脚 1

ミ－ティングチェア 内田洋行 MF-273　10脚 10

青葉台共同利用施設 複写機
ﾘｺ- imagio MP1601SP
 (搬入設置費,ﾄﾅ-1回分込み) 1

注 ： 「型式規格等」欄について

①購入資器材は「型式規格等」欄に示す機種指定または同等品とする。

②ただし、「型式規格等」欄の中で「規格品」との表示機器は指定機種に限定する。なお、指定機種が製造中止等の場青は同等品とする。

③同等品を提示する場合は、同等品であることが確認できるもの（パンフレット等）を添付する。

④購入資器材の納入に際しては、自治体・納入対象施設の担当者・当協会事務所担当職員と十分に調整を図り、疑義が生じないよう努めること。

　また、「型式規格等」欄に配管・配線・接続・設置工事・調整等の記載がある場合を含め、資器材の円滑な納入に際し必要な事項を実施すること。

東京

新潟 新潟市 2

若葉台西共同利用施設

惣利地区公民館

事務機器資器材等（助成資器材）の購入

熊本

福岡

福岡市

春日市

4

光町共同利用施設

太宰府市

水城ヶ丘公民館

長浦台共同利用施設

大谷共同利用施設



別紙

音響機器等（助成資器材）の購入

事務所 自治体
整理
番号

対象施設 資器材名等 型式規格等
〔下記 「注：」参照〕

数量

はまなす会館
（本船江町町内会）

ポータブルアンプ

･アンプ　TOA　KZ-25
･マイク WN-1220 (２本）、DM-1300 (１本）
･チューナーユニット WTU-1820
･マイクスタンド　ST-303A

１式

新元島自治会館
ワイヤレス
マイクセット

ユニペック
･マイク　WM-3000A（2本）
･チューナー　SU-3000（2台）
･受信機　WTS-322
・アンテナ  AA382

１式

高知 南国市 2 吾岡保育園 音響機器

ＰＡシステム ﾔﾏﾊ　STAGEPAS 600i
 　スピーカー ｴﾚｸﾄﾛﾎﾞｲｽ　SX300  (2台)
 　パワーアンプ  ｱﾑｸﾛﾝ　XLS2500
 　パワーアンプ  ｸﾗｼｯｸﾌﾟﾛ　PSP  (4台)
   カセットデッキ  ﾀｽｶﾑ  202MKV
   ＣＤプレイヤー  ﾀｽｶﾑ　CD200I  (2台)
   ワイヤレスマイクシステム  ｼｭｱｰ　SVX288/PG28
   ワイヤレスマイクシステム  ｼｭｱｰ　SVX188/PG185
   マウント金具  ｼｭｱｰ　WADRM  (2個)
   ラックケース  SKB  19-12U
   取付専用ネジ SKB  AC1（12本入り）  (2個)
   パネル  ﾐﾄﾞﾙｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸ　EVT1
   スピーカーケーブル  カナレ　4S6 (60m)
   スピーカーケーブル  ノイトリック　NL4FX  (8本)
   　　　　　　　　　　　　ノイトリック　NL4MMX  (2本)
  　　　　　　　　　　　　 ノイトリック　NP2X  (12本)
  　　　　　　　　　　　　 カナレ　L4E6S (18m)
  キャノンコネクター  スピーカーケーブル
　　　　　　　　　　　　　  ノイトリック　NC3MXX-B  (4本)
  キャノンコネクター  ノイトリック　NC3FXX-B  (6本)
　RCAプラグ  カナレ　F10  (6個)
  作業工料

１式

宮崎 宮崎市 3 南飛鳥自治公民館 ポータブルアンプ他

ポータブルアンプ ＴＯＡ（株）　ＫＺ－３０ＤＣ
スピーカー、スタンド ＴＯＡ（株）　ＫＺ－１５５
ハンド型ワイヤレスマイク  ＴＯＡ（株）　WM-1220  (２本)
ハンド型ダイナミックマイク ＴＯＡ（株）　ＤＭ－１３００ＵＳ
マイク延長コード ＴＯＡ（株）　ＹＭ－２１３０

１式

春日市 恵星幼稚園 ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ他
ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WX-PW82
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸﾛﾎﾝ  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WX-4212C
ﾀｲﾋﾟﾝ型ﾜｲﾔﾚｽﾏｸﾛﾎﾝ  ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ WX-4300B

1

太宰府市 都府楼共同利用施設 放送機器一式

ﾎﾟ-ﾀﾌﾞﾙｱﾝﾌﾟTOA KZ-65DC　65W (１台)
ｽﾋﾟ-ｶ-  TOA F-2000B (2台)   ,F-1300B (2台)
ﾏｲｸﾛﾎﾝ  TOA DM-1300US （2台）,WM-1220 （2台）
接続ｹ-ﾌﾞﾙ(10m),接続盤,調整費
消耗品雑材,電気設備工事等)

１式

注 ： 「型式規格等」欄について

①購入資器材は「型式規格等」欄に示す機種指定または同等品とする。

②ただし、「型式規格等」欄の中で「規格品」との表示機器は指定機種に限定する。なお、指定機種が製造中止等の場青は同等品とする。

③同等品を提示する場合は、同等品であることが確認できるもの（パンフレット等）を添付する。

④購入資器材の納入に際しては、自治体・納入対象施設の担当者・当協会事務所担当職員と十分に調整を図り、疑義が生じないよう努めること。

　また、「型式規格等」欄に配管・配線・接続・設置工事・調整等の記載がある場合を含め、資器材の円滑な納入に際し必要な事項を実施すること。

音響機器等（助成資器材）の購入　　

福岡 4

新潟 新潟市 1



 別記様式－１ 

                                                                   （用紙 A４） 

 

 

競争参加資格確認申請書 

 

                          平成２６年 月  日 

 

   一般財団法人  空港環境整備協会 

   会 長    岩  崎 貞 二  殿 

  

                                   住         所 

                                   商号又は名称 

                                   代表者氏名                    印 

 

 

  平成２６年６月２日付けで公告のありました                 

  契約件名 「○○等（助成資器材）の購入 整理番号○○」 

                   

 

  に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

   なお、添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

                                               

 

記 

  

    １．平成２５・２６・２７年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）   

    または地方公共団体の物品等競争入札参加資格の写し 

 

 

                 担 当 者 

                 住     所 〒 

                 商号又は名称 

                所 属 ・ 役 職 

                 氏     名 

                 電 話 番 号 

                 ＦＡＸ  番  号 

 

 




