
別紙

仕様書

１．件名

15 階執務室環境整備に伴う什器の調達

２．目的

NEDO 本部が入居するミューザ川崎セントラルタワーの 15 階増床に伴い、執務室として利用

するのに必要な什器一式を調達する。

本件で調達する什器は、一部現在NEDO内で使用している什器と同一メーカー製のモデル仕

様を指定する。それ以外は、執務室環境の機能性を高める什器を選択する。

３．調達物品

別表「調達リスト」に示す調達物品を納入すること。

４．調達条件

（１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6条第 1項の規定に基づき定め

られた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和 3 年 2 月 19 日変更閣議決定）

の「オフィス家具等」の基準を満たすこと。

（２）JOIFA（一般社団法人日本オフィス家具協会）の定める標準使用期間及び強度試験（耐久

強度・耐静的強度の試験区分 3以上）に適合する製品であること。

「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。

（３）国際標準化機構（ISO）の品質マネジメントシステム規格9001及び環境マネジメントシステム

規格 14001 の認証を取得したメーカー製品であること。

（４）保証期間終了後においても、修理等におけるアフターサービスを 5 年間提供可能な体制を

有すること。

（５）納入時において新品であること。

５．納入期限

2021 年 10 月 3日（日）

６．納入・設置作業

受注者は、本調達物品の納入に係る搬入、開梱等を含めた納入作業及び設置作業などを別

図 1から別図 22のとおり行うこと。

なお、梱包材等は持ち帰り、軽清掃を行うこと。

また、作業日は「５．納入期限」までの期間内とし、具体的な作業日時については、発注者と

協議のうえ決定すること。



７．納入場所

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー 15 階

NEDO

８．その他

（１）運搬費、梱包資材等及び設置費の諸経費全てを負担すること。

（２）納入の際に必要なミューザ川崎セントラルタワー管理事務所への事前申請手続等は受注

者が行うものとする。

（３）搬入における養生箇所及び仕様については、搬入建物のミューザ川崎セントラルタワー管

理事務所の管理担当責任者と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。

（４）ミューザ川崎地下駐車場に出入庫可能な車両は、積載物も含めた高さが3.2ｍ以下である。

なお、駐車料金については、受注者の負担とする。

（５）搬入路、納入場所及び什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を

与えた場合は、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。

（６）納入時又は納入後において、発注者から納入物品について仕様の内容に適合しない旨の

連絡を受けた場合には、別途発注者が指示する期限までに交換すること。

（７）仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決するこ

と。



別表

No.
調達
数量

設置
場所

概要 角型デスク（フリーアドレス対応）

サイズ 外寸法：1400W*1400D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

電源コンセント（４口以上）

ケーブルガイド、かばんフック

デスクは1台ごと分離できること

アジャスタータイプ4本脚であること

イトーキ アクトリンク JP-1414HWA-WX

同等品不可

概要 角型デスク（フリーアドレス対応）

サイズ 外寸法：1400W*1400D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

付属品 かばんフック

デスクは1台ごと分離できること

キャスタータイプ4本脚であること

イトーキ アクトリンク JP-1414HWC-WX

同等品不可

概要 角型デスク（フリーアドレス対応）

サイズ 外寸法：1400W*1400D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

電源コンセント（４口以上）

ケーブルガイド、かばんフック

デスクは1台ごと分離できること

アジャスタータイプ4本脚であること

イトーキ アクトリンク JP-1414HWA-WX

同等品不可

概要 角型デスク（フリーアドレス対応）

サイズ 外寸法：1400W*1400D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

電源コンセント（４口以上）

ケーブルガイド、かばんフック

デスクは1台ごと分離できること

アジャスタータイプ4本脚であること

イトーキ アクトリンク JP-1414HWA-WX

同等品不可

概要 半円型エンドテーブル（フリーアドレス対応）

サイズ 外寸法：1400W*700D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

付属品 配線機能を有していること

№４に連結すること

アジャスタータイプ

イトーキ アクトリンク JP-1407WCA-WX

同等品不可

概要 アジャスタブル肘付プレーンメッシュバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：675W*680D*1010H

ベース：ブラック系

背・座面：ブルー系

ナイロン双輪キャスター

ハンガー、ランバーサポート

背はメッシュ、座面は布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

イトーキ アクトチェア KG-457JBH-T1B2

同等品不可

6 執務椅子 147脚 別図3-①

色

付属品

その他

製品指定

5 一般席デスク 1台 別図2-⑤

色

その他

製品指定

4 一般席デスク 12台 別図2-④

色

付属品

その他

製品指定

2 一般席デスク 13台 別図2-②

色

その他

製品指定

3 一般席デスク 9台 別図2-③

色

付属品

その他

製品指定

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

1 一般席デスク 50台 別図2-①

色

付属品

その他

製品指定



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 クロパネル

サイズ
外形寸法:1197W*32D*1550H×6面/997W*32D*1550H×2面/697W*32D*1550H×14面
330W*330D*1550H×6面、又は1200W*50D*1460H×6面/1000W*50D*1460H×10面
/750W*400D*1460H*6面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式

エンドカバー

アジャスター機能を有していること

吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 上下昇降デスク

サイズ 外形寸法:1200W*675D*630H～1290Ｈ

天板：木目系

脚部：ブラック系

電源コンセント（４口）

ケーブルガイド

その他 電動で天板の高さを自由に調整することができる

概要 クロパネル

サイズ 外形寸法:697W～700W*32D～54D*1460H～1550H×8面/897W～900W*32D～54D*1550H×5面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式

エンドカバー

アジャスター機能を有していること

吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 上下昇降デスク

サイズ 外形寸法:1400W*675D*630H～1290Ｈ

天板：木目系

脚部：ブラック系

電源コンセント（４口）

ケーブルガイド

その他 電動で天板の高さを自由に調整することができる

概要 アジャスタブル肘付プレーンクロスバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：590W～635W*565D～684D*949H～995H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面：8色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター

布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

概要 クロパネル

サイズ
外形寸法:1197W*32D*1550H×9面/997W*32D*1550H×10面/697W*32D*1550H×11面
/330W*330D*1550H×5面、又は1200W*50D*1460H×9面/1550W*50D*1460H×15面
/700W*50D*1460H×1面/750W*400D*1460H×5面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式

エンドカバー

アジャスター機能を有していること

吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 上下昇降デスク

サイズ 外形寸法:1200W*675D*630H～1290Ｈ

天板：木目系

脚部：ブラック系

電源コンセント（４口）

ケーブルガイド

その他 電動で天板の高さを自由に調整することができる

概要 アジャスタブル肘付プレーンクロスバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：590W～635W*565D～684D*949H～995H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面：8色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター

布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

14 執務椅子 11脚 別図5-⑤
色

その他

13 上下昇降デスク 11台 別図5-③
色

付属品

12 ローパーテション 1式 別図4-③
付属品

その他

11 執務椅子 10脚 別図5-④
色

その他

10 上下昇降デスク 4台 別図5-②
色

付属品

9 ローパーテション 1式 別図4-②付属品

その他

8 上下昇降デスク 6台 別図5-①
色

付属品

7 ローパーテション 1式 別図4-①
付属品

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 フォーンブース

サイズ 外形寸法:1040W～1167W*1167D～1200D*1800H～1920H

パネルは8色以上から選択できること

天板は4色以上から選択できること

付属品 天板付とする 配線機能を有していること

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法：310W～350W*310D～350D*565H～630H

本体：ブルー系又はホワイト系又はブラック系

座面：グレー系又はグリーン系

付属品

その他 布地張りであること

概要 一人用ブース席

サイズ
外形寸法:1197W*32D*1550H×8面/997W*32D*1550H×2面/797W*32D*1550H×10面
697W*32D*1550H×8面／330W*330D*1550H×8面、又は1200W*900D*1460H×2式
/1200W*900D*1460H×6式/900W*50D*1460H×2面/750W*400D*1460H×8面

パネルは8色以上から選択できること

天板は4色以上から選択できること

パネル・天板連結金具1式／天板8枚（配線仕様）／配線ダクト

電源コンセント（４口）／エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 肘付樹脂メッシュバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：524W～590W*540D～545D*845H～990H

ベース：ホワイト系又はグレー系又はクロームメッキ

座面：5色以上から選定できること

付属品 ウレタン双輪キャスター

背はメッシュ、座面は布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

概要 フォーンブース

サイズ 外形寸法:1040W～1167W*1167D～1200D*1800H～1920H

パネルは8色以上から選択できること

天板は4色以上から選択できること

付属品 天板付とする 配線機能を有していること

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法：310W～350W*310D～350D*565H～630H

本体：ブルー系又はホワイト系又はブラック系

座面：グレー系又はグリーン系

付属品

その他 布地張りであること

概要 一人用ブース席

サイズ

外形寸法:1197W*32D*1550H×5面/997W*32D*1550H×5面/797W*32D*1550H×11面
697W*32D*1550H×8面/330W*330D*1550H×6面、又は1200W*900D*1460H×1式
/1200W*900D*1460H×1式/1200W*1800D*1460H×1式/1200W*1800D*1460H×2式
/900W*50D*1460H×3面/800W*50D*1460H×4面/750W*400D*1460H×6面

パネルは8色以上から選択できること

天板は4色以上から選択できること

パネル・天板連結金具1式／天板8枚（配線仕様）／配線ダクト

電源コンセント（４口）／エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 肘付樹脂メッシュバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：524W～590W*540D～545D*845H～990H

ベース：ホワイト系又はグレー系又はクロームメッキ

座面：5色以上から選定できること

付属品 ウレタン双輪キャスター

背はメッシュ、座面は布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

付属品

その他

22 ミーティングチェア 8脚 別図6-⑧
色

その他

20 ハイチェア 2脚 別図6-⑥色

21 一人用ブース席 1式 別図6-⑦色

19 フォーンブース 2台 別図6-⑤
色

その他

付属品

その他

18 ミーティングチェア 8脚 別図6-④
色

その他

16 ハイチェア 6脚 別図6-②色

17 一人用ブース席 1式 別図6-③色

15 フォーンブース 6台 別図6-①
色

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 ミーティングテーブル天板

サイズ 外形寸法:900W*22D*900H又は900W*900D*720H×1式

色 モルタル系又はホワイト系又は木目

付属品

両面ホワイトボード

900W*22D*900Hの場合は№24に組み合わせて使用すること

概要 ミーティングテーブルフレーム

サイズ 外形寸法:918W*919D*715H

色 ホワイト系又はブラック系

付属品

アジャスター2ヶ所・キャスター2ヶ所4本脚であること

№23が900W*22D*900Hの場合は組み合わせて使用すること

概要 ホワイトボードパネル

サイズ 外形寸法:900W*22D*1600H又は915W*480D*1520H×1式

色 モルタル系又はホワイト系又は木目

付属品

両面ホワイトボード

900W*22D*1600Hの場合は№26に組み合わせて使用すること

概要 スツール

サイズ 外形寸法:405W～515W*340D～515D*360H～440H

座面：木目系又はクロス張

ホワイト系又はブラック系

付属品

その他
6脚まで重ねることができる
№25が900W*22D*1600Hの場合は組み合わせて使用すること

概要 ハイテーブル 単独

サイズ 外形寸法:2400W*1000D～1200D*1000H

天板：ホワイト木目系

脚部：ブラック系

フットバー付

配線機能を有していること

その他 №28と連結すること

概要 ハイテーブル 連増

サイズ 外形寸法:2400W*1000D～1200D*1000H

天板：ホワイト木目系

脚部：ブラック系

フットバー付／フットバー連増金具1式

配線機能を有していること

その他 №27と連結すること

概要 肘なし樹脂メッシュバックハイポジションタイプ椅子

サイズ 外形寸法：475W～524W*540D～545D*1125H～1194H

ベース：ホワイト系又はグレー系又はクロームメッキ

座面：5色以上から選定できること

付属品 ウレタン双輪キャスター

背はメッシュ、座面は布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

概要 ソファ・テレビ台セット

サイズ 外形寸法：1500W～1854W*4200D～4762D*1150H～1460H

脚：2色以上から選定できること

背・座・パネル：10色以上から選定できること

その他 布地張りであること

概要 角型テーブル

サイズ 外形寸法:1200W*900D*720H

天板は3色以上から選択できること

脚部は3色以上から選択できること

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

31 ミーティングブーステーブル 2台 別図7-⑧色

30 ミーティングブース 1式 別図7-⑦
色

付属品
１連ハイバック×3台、１連ローバック×1台、１連ハイバック右天板付×2台、１連ハイ
バック左天板付×1台、１連ローバック左天板付×1台、エンドパネル×4枚、テレビ台×2
台

ハイテーブル 1台 別図7-⑤
色

付属品

29 ハイミーティングチェア 8脚 別図7-⑥
色

27 ハイテーブル

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

1台 別図7-④
色

付属品

28

その他

25 ホワイトボードパネル

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

3面 別図7-②

その他

26 スツール 11脚 別図7-③色

23 ホワイトボード天板

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

4面 別図7-①

その他

24 テーブルフレーム 4台 別図7-①

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 オープン棚型

サイズ 外寸法：800W*400D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 ミーティングテーブル天板

サイズ 外形寸法:900W*22D*900H又は900W*900D*720H×1式

色 モルタル系又はホワイト系又は木目

付属品

両面ホワイトボード

900W*22D*900Hの場合は№34に組み合わせて使用すること

概要 ミーティングテーブルフレーム

サイズ 外形寸法:918W*919D*715H

色 ホワイト系又はブラック系

付属品

アジャスター2ヶ所・キャスター2ヶ所4本脚であること

№33が900W*22D*900Hの場合は組み合わせて使用すること

概要 ホワイトボードパネル

サイズ 外形寸法:900W*22D*1600H又は915W*480D*1520H×1式

色 モルタル系又はホワイト系又は木目

付属品

両面ホワイトボード

900W*22D*1600Hの場合は№36に組み合わせて使用すること

概要 スツール

サイズ 外形寸法:405W～515W*340D～515D*360H～440H

座面：木目系又はクロス張

脚部：ホワイト系又はブラック系

付属品

その他
6脚まで重ねることができる
№35が900W*22D*1600Hの場合は組み合わせて使用すること

概要 造作家具 別添図（１）参照

サイズ 外形寸法:4270W*1770D*1050H

色 木製ナチュラル色

付属品 シートパッド、クッション、バックパネル、ハイテーブル

その他 堅牢な造りであること。

概要 ハイタイプ背なし

サイズ 外形寸法:410W～515W*410D～435D*740H～860H

色 4色以上から選定できること

付属品

№37番のカウンターでの使用に適したものであること。

座面が回転すること

概要 造作家具 別添図（１）参照

サイズ 外形寸法:4270W*1770D*1050H

色 木製ナチュラル色

付属品 シートパッド、クッション、ハイテーブル

その他 堅牢な造りであること。

概要 ハイタイプ背なし

サイズ 外形寸法:410W～515W*410D～435D*740H～860H

色 4色以上から選定できること

付属品

№39番のカウンターでの使用に適したものであること。

座面が回転すること

40 カウンタースツール 6脚 別図8-④

その他

38 カウンタースツール 6脚 別図8-②

その他

39
Ｌ型階段型ベンチ 後方ハイカウ

ンターテーブル席付
1式 別図8-③

11脚 別図7-⑫色

37
Ｌ型階段型ベンチ 後方ハイカウ

ンターテーブル席付
1式 別図8-①

別図7-⑩

その他

35 ホワイトボードパネル

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

3面 別図7-⑪

その他

36 スツール

33 ホワイトボード天板

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

4面 別図7-⑩

その他

34 テーブルフレーム 4台

32 オープンキャビネット 1台 別図7-⑨
色

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 直線タイプソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：1400W～1510W*600D～785D*1020H～1215H

ベース：3色以上から選定できること

背・座面：4色以上から選定できること

収納スペース

コンセント（電源2口＋USB1口）

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 角型テーブル

サイズ 外形寸法:1500W*900D*720H

天板は3色以上から選択できること

脚部は3色以上から選択できること

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 プラントボックス ハイタイプ

サイズ 外形寸法：1400W～1500W*300D*740H～1160H

色 木目系

付属品

№41のソファと連結できること

№41のソファと同一メーカーの製品であること

概要 人工樹木 トラディスカンティア相当

サイズ 外形寸法：158W～250W*158D～250D*300H～350H

色 グリーン系

付属品

その他 №43のプラントボックスに4個収納できること

円型テーブル

サイズ 外形寸法:900W*900D*720H

天板：木目系又はホワイト系

脚部：ホワイト系又はクロームメッキ

付属品

その他 4本脚であること

概要 脚部木製チェア

サイズ 外形寸法:560W～652W*520D～563D*750H～820H

本体フレームはホワイトまたはブラック系

座布張りで5色以上から選択できること又はポリカーボネート

付属品 シートクッション付又はポリカーボネートヌード

その他

概要 造作家具 別添図（２）参照

サイズ 外形寸法:4700W*1100D*1000H

色 天板は木目柄ナチュラル色

付属品 電源コンセント

その他 №49のキャビネットが内側に設置できること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法:395W～453W*215D～480D*760H～840H

色 2色以上から選定できること

付属品

その他 №47番のカウンターでの使用に適したものであること。

概要 分別キャビネット ロータイプ

サイズ 外形寸法：900W～1050W*520D～528D*900H

色 天板：4色以上から選定できること

付属品 ポリエチレン樹脂ボックス（６０ℓ）2個

その他 アジャスター機能を有していること

概要 キッチンキャビネット ハイタイプ

サイズ 外形寸法：900W～1050W*520D～528D*1800H～2000H

色 天板：4色以上から選定できること

電源コンセント（2口）

自由棚1枚

その他 転倒防止を行うこと（壁固定）

概要 直線メッシュパネル

サイズ 外形寸法:1100W～1200W*350D～450D*1500H～1800H

パネルは8色から選択できること

フレームは2色から選択できること

付属品 安定板を2個付属してあること

51 ローパーテション 2面 別図9-⑪
色

49 分別キャビネット 2台 別図9-⑨

50 キッチンキャビネット 3台 別図9-⑩

付属品

47 アイランドカウンター 1台 別図9-⑦

48 カウンタースツール 5脚 別図9-⑧

45 ミーティングテーブル 2台 別図9-⑤色

46 カフェチェア 8脚 別図9-⑥色

43 プラントＢＯＸ 3台 別図9-③

その他

44 人工樹木 12台 別図9-④

付属品

その他

42 ミーティングブーステーブル 2台 別図9-②色

41 収納付ハイバックソファ 4台 別図9-①

色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 直線タイプソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：1400W～1510W*600D～785D*1020H～1215H

ベース：3色以上から選定できること

背・座面：4色以上から選定できること

収納スペース

コンセント（電源2口＋USB1口）

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 角型テーブル

サイズ 外形寸法:1500W*900D*720H

天板は3色以上から選択できること

脚部は3色以上から選択できること

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 プラントボックス ハイタイプ

サイズ 外形寸法：1400W～1500W*300D*740H～1160H

色 木目系

付属品

№52のソファと連結できること

№52のソファと同一メーカーの製品であること

概要 人工樹木トラディスカンティア相当

サイズ 外形寸法：158W～250W*158D～250D*300H～350H

色 グリーン系

付属品

その他 №54のプラントボックスに4個収納できること

円型テーブル

サイズ 外形寸法:900W*900D*720H

天板：木目系又はホワイト系

脚部：ホワイト系又はクロームメッキ

付属品

その他 4本脚であること

概要 脚部木製チェア

サイズ 外形寸法:560W～652W*520D～563D*750H～820H

本体フレームはホワイトまたはブラック系

座布張りで5色以上から選択できること又はポリカーボネート

付属品 シートクッション付又はポリカーボネートヌード

その他

概要 造作家具 別添図（２）参照

サイズ 外形寸法:4700W*1100D*1000H

色 天板は木目柄ナチュラル色

付属品 電源コンセント

その他 №60のキャビネットが内側に設置できること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法:395W～453W*215D～480D*760H～840H

色 2色以上から選定できること

付属品

その他 №58のカウンターでの使用に適したものであること。

概要 分別キャビネット ロータイプ

サイズ 外形寸法：900W～1050W*520D～528D*900H

色 天板：4色以上から選定できること

付属品 ポリエチレン樹脂ボックス（６０ℓ）2個

その他 アジャスター機能を有していること

概要 キッチンキャビネット ハイタイプ

サイズ 外形寸法：900W～1050W*520D～528D*1800H～2000H

色 天板：4色以上から選定できること

2口電源コンセント

自由棚1枚

その他 転倒防止を行うこと（壁固定）

概要 直線メッシュパネル

サイズ 外形寸法:1100W～1200W*350D～450D*1500H～1800H

パネルは6色以上から選択できること

フレームはホワイト系又はグレー系

付属品 安定板を2個付属してあること

その他 単独で自立することができる

62 ローパーテション 2面 別図9-⑪色

60 分別キャビネット 2台 別図9-⑨

61 キッチンキャビネット 3台 別図9-⑩

付属品

58 アイランドカウンター 1台 別図9-⑦

59 カウンタースツール 5脚 別図9-⑧

56 ミーティングテーブル 2台 別図9-⑤色

57 カフェチェア 8脚 別図9-⑥色

54 プラントボックス 3台 別図9-③

その他

55 人工樹木 12台 別図9-④

付属品

その他

53 ミーティングブーステーブル 2台 別図9-②色

52 収納付ハイバックソファ 4台 別図9-①

色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 クリスタルトレイ型（Ｂ４浅型33個・深型15個）

サイズ 外形寸法：900W*450D*1118H～1165H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

その他 アジャスター機能を有していること

概要 クリスタルトレイ型（Ｂ４浅型63個）

サイズ 外形寸法：900W*450D*1118H～1165H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

その他 アジャスター機能を有していること

概要 両開き扉型

サイズ 外形寸法：900W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 オープン棚型

サイズ 外形寸法：900W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 ハーフオープン棚型

サイズ 外形寸法：400W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 配線用ボックス

サイズ 外形寸法：100W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 天板、スライドカバー、2口コンセント

その他 キャビネットと連結できること

概要 クロスパネル（棚板付）

サイズ
外形寸法:1197W*32D*1320H×1面/997W*32D*1320H×4面/330W*330D*1320H×1面、又は
1100W*50D*1215H×1面/900W*50D*1215H×4面/750W*400D*1215H×1面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式 棚板4組 棚脚

エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 クロスパネル

サイズ
外形寸法:997W～1000W*32D～50D*1215H～1320H×1面/897W～900W*32D～50D*1215H～1320H
×4面/797W～800D*32D～50D*1215H～1320H×1面/497W～500W*32D～50D*1215H～1320H×2
面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式

エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

その他

70 ローパーテション 1式 別図10-⑧

付属品

その他

68 配線用ボックス 1台 別図10-⑥色

69 ローパーテション 1式 別図10-⑦
付属品

67 オープンキャビネット 1台 別図10-⑤
色

その他

その他

66 オープンキャビネット 2台 別図10-④
色

その他

64 トレイキャビネット 2台 別図10-②色

65 両開きキャビネット 1台 別図10-③
色

63 トレイキャビネット 1台 別図10-①色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 クリスタルトレイ型（Ｂ４浅型33個・深型15個）

サイズ 外形寸法：900W*450D*1118H～1165H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

その他 アジャスター機能を有していること

概要 クリスタルトレイ型（Ｂ４浅型63個）

サイズ 外形寸法：900W*450D*1118H～1165H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

その他 アジャスター機能を有していること

概要 両開き扉型

サイズ 外形寸法：900W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

アジャスター機能を有していること

自由棚板であること

概要 オープン棚型

サイズ 外形寸法：900W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

アジャスター機能を有していること

自由棚板であること

概要 ハーフオープン棚型

サイズ 外形寸法：400W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

アジャスター機能を有していること

自由棚板であること

概要 配線用ボックス

サイズ 外形寸法：100W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 天板、スライドカバー、2口コンセント

その他 キャビネットと連結できること

概要 クロスパネル（棚板付）

サイズ
外形寸法:1197W*32D*1320H×1面/997W*32D*1320H×4面/330W*330D*1320H×1面、又は
1100W*50D*1215H×1面/900W*50D*1215H×4面/750W*400D*1215H×1面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式 棚板4組 棚脚

エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

概要 クロスパネル

サイズ
外形寸法:997W～1000W*32D～50D*1215H～1320H×1面/897W～900W*32D～50D*1215H～1320H
×4面/797W～800D*32D～50D*1215H～1320H×1面/497W～500W*32D～50D*1215H～1320H×2
面

色 8色以上から選定可能なこと

パネル連結部材1式

エンドカバー

アジャスター機能を有していること 吸音パネルの機能を有していること

パネルはフレームレスであること

その他

78 ローパーテション 1式 別図10-⑧

付属品

その他

76 配線用ボックス 1台 別図10-⑥色

77 ローパーテション 1式 別図10-⑦
付属品

75 オープンキャビネット 1台 別図10-⑤
色

その他

74 オープンキャビネット 2台 別図10-④
色

その他

73 両開きキャビネット 1台 別図10-③
色

その他

71 トレイキャビネット 1台 別図10-①色

72 トレイキャビネット 2台 別図10-②色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 クロスパネル（テーブル付）

サイズ
外形寸法:897W*32D*1550H×2面/797W*32D*1550H×4面/697W*32D*1550H×4面
330W*330D*1550H×4面/200W*32D*1550H×4面、又は1800W*1800D*1460H×1式
/750W*400D*1460H×2面/750W*400D*1460H×2面

パネル8色以上から選定可能なこと

テーブルは4色以上から選択できること

付属品 テーブル2台（1800W*900D*720H）配線機能を有していること

テーブルアジャスタータイプＴ字脚であること アジャスター機能を有していること

吸音パネルの機能を有していること パネルはフレームレスであること

概要 肘付樹脂メッシュバックタイプ椅子

サイズ 外形寸法：524W～590W*540D～545D*845H～990H

ベース：6色以上から選定できること

座面：6色以上から選定できること

付属品 ウレタン双輪キャスター

背はメッシュ、座面は布地張りであること

ロッキング中、任意の位置で固定解除を行えること

概要 半円型テーブル

サイズ 外形寸法:1600W～1800W*800D～900D*700H～720H

ベース：ホワイト系又はグレー系又はクロームメッキ

座面：5色以上から選定できること

付属品

その他 キャスター付き4本脚とすること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：540W～550W*435D～550D*475H～500H

色 ピンク系

付属品

その他 布地張りであること

概要 台形型テーブル

サイズ 外形寸法:1171W～1530W*520D～695D*720H

天板：木目系

脚部：ホワイト系

付属品

その他 キャスター付き4本脚とすること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：540W～550W*435D～550D*500H～605H

色 ピンク系

付属品

その他 布地張りであること

概要 ホワイトボード脚付

サイズ 外形寸法：890W～950W*428D～600D*1520H～1700H

色 ホワイト系

付属品 キャスター

その他 マグネットの使用が可能であること

概要 直線タイプソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：1800W*750D*1200H又は1800W*600D*1000H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品 収納スペース

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 直線タイプソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：600W*750D*1200H又は600W*600D*1000H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品 収納スペース

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 コーナータイプソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：750W*750D*1200H又は900W*600D*1000H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品

布地張りであること

アジャスタータイプであること

85 ホワイトボード 1台 別図11-⑦

86 収納付ハイバックソファ

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

1台 別図11-⑧
色

88 ハイバックソファ 1台 別図11-⑩
色

その他

その他

87 収納付ハイバックソファ 1台 別図11-⑨
色

その他

83 ミーティングテーブル 2台 別図11-⑤色

84 ミーティングチェア 2脚 別図11-⑥

81 ミーティングテーブル 2台 別図11-③色

82 ミーティングチェア 6脚 別図11-④

80 ミーティングチェア 4脚 別図11-②
色

その他

79 2人用ブース席 1式 別図11-①色

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 円型ローテーブル

サイズ 外形寸法：600W*600D*450H～500H

脚：ホワイト系

天板：木目系

付属品

その他 十字脚であること

概要 ホワイトボード脚付

サイズ 外形寸法：890W～950W*428D～600D*1500H～1700H

色 ホワイト系

付属品 キャスター

その他 マグネットの使用が可能であること

概要 1人用ソファ ハイバック

サイズ 外形寸法：765W～900W*600D～765D*1200H～1330H

ソファ：10色以上から選定できること

アームテーブル：木目系

ナイロン双輪キャスター

アームテーブル

その他 布地張りであること

概要 片側アールテーブル

サイズ 外形寸法：1050W～1200W*1050D～1200D*720H

脚：3色以上から選定できること

天板：5色以上から選定できること

付属品

その他 4本脚であること

概要 スタッキングチェア

サイズ 外形寸法：400W～500W*450D～510D*760H～785H

色 5色以上から選定できること

付属品

その他 クッション等の無いヌードタイプであること

概要 ソファ(4人席×2セット）

サイズ 外形寸法：1200W～1400W*600D～700D*1070H～1480H

本体：ブラック系

背・座面：ベージュ系

付属品 １連ローバック×2台、１連ハイバック×6台

その他 布地張りであること

概要 角型テーブル

サイズ 外形寸法:1200W*900D*720H

天板：木目系

脚部：ブラック系

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 木製プラントボックス ４鉢ロータイプ

サイズ 外形寸法：1200W*300D*700H

色 木目系

付属品

その他 №94のソファと同一メーカーの製品であること

96 プラントＢＯＸ 2台 別図11-⑰

94 ミーティングソファ 1式 別図11-⑮色

95 ミーティングテーブル 2台 別図11-⑯色

92 ミーティングテーブル 1台 別図11-⑬色

93 ミーティングチェア 4脚 別図11-⑭

91 ソファ 4台 別図11-⑫
色

付属品

89 カフェテーブル 2台 別図11-⑪色

90 ホワイトボード 1台 別図11-⑦



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 人工樹木ポトス相当

サイズ 外形寸法：150W～250W*150D～250D*250H～350H

色 グリーン系

付属品

その他 №96のプラントボックスに4個収納できること

概要 片側アールテーブル

サイズ 外形寸法：1050W～1200W*1050D～1200D*720H

脚：3色以上から選定できること

天板：5色以上から選定できること

付属品

その他 4本脚であること

概要 スタッキングチェア

サイズ 外形寸法：400W～500W*450D～510D*760H～785H

色 5色以上から選定できること

付属品

その他 クッション等の無いヌードタイプであること

概要 角形ハイタイプテーブル

サイズ 外形寸法:1500W*750D*1000H

天板：木目系

脚部：ブラック系

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法：310W～350W*310D～350D*565H～630H

本体：ブルー系又はホワイト系又はブラック系

座面：グレー系又はグリーン系

付属品

その他 布地張りであること

概要 ソファ(4人席×2セット）

サイズ 外形寸法：1200W～1400W*600D～700D*1070H～1480H

本体：ブラック系

背・座面：ベージュ系

付属品 １連ローバック×2台、１連ハイバック×6台

その他 布地張りであること

概要 角型テーブル

サイズ 外形寸法:1200W*900D*720H

天板：木目系

脚部：ブラック系

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 木製プラントボックス ４鉢ロータイプ

サイズ 外形寸法：1200W*300D*700H

色 木目系

付属品

その他 №102のソファと同一メーカーの製品であること

104 プラントＢＯＸ 2台 別図11-⑰

102 ミーティングソファ 1式 別図11-⑮色

103 ミーティングテーブル 2台 別図11-⑯色

100 ミーティングテーブル 2台 別図11-⑲色

101 ハイチェア 8脚 別図11-⑳色

98 ミーティングテーブル 1台 別図11-⑬色

99 ミーティングチェア 4脚 別図11-⑭

97 人工樹木 8台 別図11-⑱



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 人工樹木ポトス相当

サイズ 外形寸法：150W～250W*150D～250D*250H～350H

色 グリーン系

付属品

その他 №104のプラントボックスに4個収納できること

概要 角形ハイタイプテーブル

サイズ 外形寸法:1500W*750D*1000H

天板：木目系

脚部：ブラック系

付属品

その他 アジャスタータイプＴ字脚であること

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法：310W～350W*310D～350D*565H～630H

本体：ブルー系又はホワイト系又はブラック系

座面：グレー系又はグリーン系

付属品

その他 布地張りであること

概要 円型ハイテーブル

サイズ 外形寸法:600W～750W*600D～750D*1000H～1090H

天板は3色以上から選択できること

脚部は3色以上から選択できること

付属品

その他

概要 ハイスツール型椅子

サイズ 外形寸法：310W～350W*310D～350D*565H～630H

本体：ブルー系又はホワイト系又はブラック系

座面：グレー系又はグリーン系

付属品

その他 布地張りであること

概要 ホワイトボード脚付

サイズ 外形寸法：890W～950W*428D～600D*1500H～1700H

色 ホワイト系

付属品 キャスター

その他 マグネットの使用が可能であること

概要 片面ハイテーブル

サイズ 外形寸法:3580W～3600W*560D～600D*1000H～1050H

天板は4色以上から選択できること

脚部はブラック系

付属品 電源コンセント（2口） サイドパネル3枚

その他 アジャスター機能を有していること

概要 ハイチェア 座パッド付

サイズ 外形寸法：500W～535W*520D～605D*1000H～1105H

脚：ブラック系

シェル・座パッド：4色以上から選定可能

付属品 座パッド

その他 布地張りであること

112 ハイチェア 4脚 別図11-24色

110 ホワイトボード 1台 別図11-⑦

111 ハイテーブル 1台 別図11-23色

108 ミーティングテーブル 1台 別図11-21色

109 ハイチェア 3脚 別図11-22色

106 ミーティングテーブル 2台 別図11-⑲色

107 ハイチェア 8脚 別図11-⑳色

105 人工樹木 8台 別図11-⑱



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 ラウンジチェア ローバック（１シート）

サイズ 外形寸法：800W～900W*580D～810D*610H～900H

ベース：木目系又はブラック系

スツール：7色以上から選定できること

付属品 電源コンセント（2口）

その他 布地張りであること

概要 ラウンジチェア ローバック（２シート）

サイズ 外形寸法：1480W～1600W*580D～810D*610H～900H

ベース：木目系又はブラック系

スツール：7色以上から選定できること

付属品 電源コンセント（2口）

その他 布地張りであること

概要 サイドテーブル

サイズ 外形寸法：300W～450W*300D～350D*650H

天板：4色以上から選定できること

脚部：2色以上から選定できること

付属品

その他

概要 ラウンジチェア ローバック（１シート）

サイズ 外形寸法：800W～900W*580D～810D*610H～900H

ベース：木目系又はブラック系

スツール：7色以上から選定できること

付属品 ２口電源コンセント

その他 布地張りであること

概要 ラウンジチェア ローバック（２シート）

サイズ 外形寸法：1480W～1600W*580D～810D*610H～900H

ベース：木目系又はブラック系

スツール：7色以上から選定できること

付属品 ２口電源コンセント

その他 布地張りであること

概要 サイドテーブル

サイズ 外形寸法：300W～450W*300D～350D*650H

天板：4色以上から選定できること

脚部：2色以上から選定できること

付属品

その他

118 サイドテーブル 3台 別図12-③色

116 ラウンジチェア 1台 別図12-①色

117 ラウンジチェア 1台 別図12-②色

114 ラウンジチェア 1台 別図12-②色

115 サイドテーブル 3台 別図12-③色

113 ラウンジチェア 1台 別図12-①色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 折りたたみテーブル

サイズ 外形寸法：1500W*450D*720H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 樹脂幕板

その他 平行スタッキングができること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：490W～569W*539D～575D*782H～885H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面:6色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター、背パッド

布地張りであること

ネスタブルタイプであること

概要 折りたたみテーブル

サイズ 外形寸法：1500W*450D*720H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 樹脂幕板

その他 平行スタッキングができること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：490W～569W*539D～575D*782H～885H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面:6色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター、背パッド

布地張りであること

ネスタブルタイプであること

概要 折りたたみテーブル

サイズ 外形寸法：1500W*450D*720H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 樹脂幕板

その他 平行スタッキングができること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：490W～569W*539D～575D*782H～885H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面:6色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター、背パッド

布地張りであること

ネスタブルタイプであること

概要 折りたたみテーブル

サイズ 外形寸法：1500W*450D*720H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 樹脂幕板

その他 平行スタッキングができること

概要 ミーティングチェア

サイズ 外形寸法：490W～569W*539D～575D*782H～885H

ベース：2色以上から選定できること

背・座面:6色以上から選定できること

付属品 ナイロン双輪キャスター、背パッド

布地張りであること

ネスタブルタイプであること
その他

125 ミーティングテーブル 12台 別図13-④色

126 ミーティングチェア 24脚 別図14-④
色

124 ミーティングチェア 24脚 別図14-③
色

その他

その他

123 ミーティングテーブル 12台 別図13-③色

121 ミーティングテーブル 12台 別図13-②色

122 ミーティングチェア 24脚 別図14-②
色

120 ミーティングチェア 40脚 別図14-①
色

その他

119 ミーティングテーブル 20台 別図13-①色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 角形テーブル

サイズ 外形寸法:1500W*900D*720H

天板は3色以上から選択できること

脚部はブラック系又はシルバー系

付属品

その他 4本脚であること

概要 MAARTEN PLASTICトーブ

サイズ 外形寸法:510W～590W*505D～550D*775H～810H

色 4色以上から選定できること

付属品

その他 クッション等の無いヌードタイプであること

概要 MAARTEN PLASTIC ホワイト/ブラック

サイズ 外形寸法:510W～590W*505D～550D*775H～810H

色 ホワイト系又はブラック系

付属品

その他 クッション等の無いヌードタイプであること

概要 直線タイプソファ ローバック

サイズ 外形寸法：1800W*600D～750D*800H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品 収納スペース

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 コーナータイプソファ ローバック

サイズ 外形寸法：600W～750W*600D～750D*800H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 直線タイプソファ ローバック

サイズ 外形寸法：1500W～1600W*600D～750D*800H

ベース：木目系

背・座面：ブラウン系

付属品 収納スペース

布地張りであること

アジャスタータイプであること

概要 円型テーブル

サイズ 外形寸法：600W～750W*600D*720H

脚：ホワイト系

天板：木目系

付属品

その他 十字脚であること

概要 チェアデスク

サイズ 外形寸法：415W*695D*690H

色 レッド系

付属品

その他 チェアデスク一体 同等品

133 テーブル 2台 別図15-②色

134 チェアデスク 4台 別図16-⑥

130 収納付ローバックソファ

同
一
メ
ー
カ
ー
の
製
品
で
あ
る
こ
と

1台 別図16-③
色

その他

131 ローバックソファ 1台 別図16-④
色

その他

132 収納付ローバックソファ 1台 別図16-⑤
色

その他

128 ミーティングチェア 16脚 別図16-①

129 ミーティングチェア 8脚 別図16-②

127 ミーティングテーブル 6台 別図15-①色



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 スライド収納 ３列３連 900W*400D

サイズ 外形寸法：2745W～2781W*1270D～1280D*2285H～2310H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック2個

前列：両開き/中後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ３列４連 800W*400D

サイズ 外形寸法：3260W～3304W*1270D～1280D*2285H～2310H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック2個

前列：両開き/中後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ２列４連 900W*340D

サイズ 外形寸法：3660W～3708W*635D～753D*2217H～2286H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック

前列：両開き/後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 両開き扉型

サイズ 外形寸法：900W*450D*2136H～2160H

色 ホワイト系

付属品 ベース

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ３列３連 900W*400D

サイズ 外形寸法：2745W～2781W*1270D～1280D*2285H～2310H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック2個

前列：両開き/中後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ３列４連 800W*400D

サイズ 外形寸法：3260W～3304W*1270D～1280D*2285H～2310H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック2個

前列：両開き/中後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ２列４連 900W*340D

サイズ 外形寸法：3660W～3708W*635D～753D*2217H～2286H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック

前列：両開き/後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 スライド収納 ２列５連 900W*340D

サイズ 外形寸法：4575W～4635W*635D～753D*2217H～2286H

色 ホワイト系

付属品 後列引戸、右側スライドロック

前列：両開き/後列：オープンであること

アジャスター機能を有していること

概要 両開き扉型

サイズ 外形寸法：900W*450D*2136H～2160H

色 ホワイト系

付属品 ベース

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 両開き扉型

サイズ 外形寸法：900W*450D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

概要 オープン棚型

サイズ 外形寸法：800W*400D*1115H～1130H

本体：ホワイト系

天板：木目系

付属品 ベース、天板

自由棚板であること

アジャスター機能を有していること

その他

145 オープンキャビネット 8台 別図17-⑪
色

その他

143 両開きキャビネット 1台 別図17-⑨

その他

144 両開きキャビネット 28台 別図17-⑩
色

141 スライドキャビネット ２列４連 3式 別図17-⑦

その他

142 スライドキャビネット ２列５連 1式 別図17-⑧

その他

139 スライドキャビネット ３列３連 1式 別図17-⑤

その他

140 スライドキャビネット ３列４連 1式 別図17-⑥

その他

137 スライドキャビネット ２列４連 3式 別図17-③

その他

138 両開きキャビネット 4台 別図17-④

その他

135 スライドキャビネット ３列３連 1式 別図17-①

その他

136 スライドキャビネット ３列４連 1式 別図17-②

その他



別表

No.
調達
数量

設置
場所

調達リスト （寸法の単位：mm）

品目 規格等

概要 パーソナルロッカー ８人用

サイズ 外形寸法：900W*450D*1810H～1870H

色 ホワイト系

付属品 投函口、ベース

ダイヤル錠であること

アジャスター機能を有していること

概要 スチールパーティションにハンガー用のパイプを取付け

サイズ 外形寸法:3600W*1680D*1800H

色 スチールメッキ塗装

付属品

その他 参考図面参照

概要 傘立（収容４８本）

サイズ 外形寸法：912W～1100W*305D～350D*425H～503H

色 ブラック系

付属品 折りたたみ傘用フック

その他 ４列タイプであること

概要 クロスパネル・ドアパネル

サイズ
外形寸法:900W*40D～54D*1920H～2135H×１面/800W*40D～54D*1920H～2135H×1面
/600W*40D～54D*1920H～2135H×1面/450W*40D～54D*1920H～2135H×2面

フレーム：ホワイト系

クロス：ブルー系又はグレー系

パネル連結部材1式／ドアクローサー／ドアパネルシリンダー錠

固定金具等部材一式

その他 転倒防止を行うこと

148 傘立 4台 別図18-③

149 ローパーテション 1式 別図19-①色

付属品

146 パーソナルロッカー 32台 別図18-①

その他

147
ワードローブ用パイプセット（造

作家具）
2式 別図18-②



別図1-15階全体レイアウト図



別図２-ベースワークエリア

①50台 ②13台

④12台 ③9台⑤1台



別図３-ベースワークエリア

①147脚（緑除く）

① ①



別図４-Concentration Space

① 1式③1式 ② 1式



別図５-Concentration Space

③11台 ①6台 ②4台④6脚 ④4脚⑤11脚



別図６-Web Meeting Space

⑤2台 ③1式 ①6台④8脚 ②6脚⑥2脚 ⑦1式 ⑧8脚



別図７-Open Meeting Space

⑪3面

②3面

③ 11脚

①4台

④1台⑩4台 ⑫11脚

⑤1台

⑥8脚

⑨1台 ⑧2台 ⑦1式



別図８-Presentation Space

④6脚 ②6脚③1式 ①1式



別図９-Cafe

①4台 ②2台

③3台

④12台⑤2台1台⑦1台

5脚⑧5脚

2台⑨2台

3台⑩3台

⑪2面⑪2面

①4台

②2台

③3台

④12台

⑥8脚

⑤2台

⑥8脚



別図10-コピーコーナー

⑦1式

1台⑥1台

1台①1台

⑦1式

2台②2台

2台④2台

1台③1台

1式⑧1式

1台⑤1台



別図11-Pair Space・Meeting Space

①1式
⑲4台

⑮1式

②4脚

③2台 ④6脚

⑤2台 ⑥2脚

1台⑦1台
⑧1台
⑨1台

⑩1台

⑪2台

⑫4台

⑬2台

⑭8脚

⑯4台 ⑰4台
⑱16台

⑳16脚

㉑1台

㉒3脚
⑦1台

㉓1台

㉔4脚

2セット2セット

2セット

2セット



別図12-柱廻りベンチ

①1台②1台

③3台

②1台①1台

③3台



別図13-会議室

④12台

③12台

②12台

①20台



別図14-会議室

④24脚

③24脚

②24脚

①40脚



別図15-Meeting Room

②2台①6台



別図16-Meeting Room

③1台④1台⑤1台①8台 ⑥4台②4台 ①8台 ②4台



①1式

②1式

③3式

④4台

⑩28台

⑪8台

⑤1式

⑥1式

⑦3式

⑧1式

⑨1台

別図17-書庫エリア・ベースワークエリアローキャビネット・オープンシェルフ



別図18-ロッカースペース

①32台 ③4台②2式



別図19-サーバー室ローパーティション

①1式

②








