
1 

仕 様 書 

１． 件名 

什器の調達および設置業務一式 

２． 作業概要 

PMDAのオフィスレイアウトの変更に伴う什器一式の納品及び設置作業 

３． 品名、規格、数量 

（１）品名、参考規格、数量は別紙のとおりとする。 

（２）この寸法を基準とし、参考規格品と同等以上とする。 

（３）(社)日本オフィス家具協会の「オフィス家具 PL対応ガイドライン」に準拠 

した製品であること。 

（４）国際標準化機構(ISO)の品質保証規格 9001及び日本工業規格(JIS)の表示認 

定を受けた工場で製造した製品であること。 

（５）環境への負荷を軽減するため、「国等による環境物品の調達等に関する法律

（通称：グリーン購入法）」で定められた「国等が重点的に調達を推進すべき

特定調達物品及びその判断の基準等」の上記物品に関係する判断基準に可能な

限り適合している製品であること。 

４． 納入期日 

令和元年 6月 30日 

５． 納入方法 

（１）納入時間は、PMDAの指定する時間に行うこと。 

（２）納品にあたっては、PMDA及び建物管理者の指示に従うこと。また、必要十 

分な注意を払い、手押し車（台車）等で納品及び残材撤去すること。（パレ 

ットでの納品及び撤去は禁止とする） 

（３）納品は新霞が関ビルの貨物用エレベーターを使用すること。 

（４）詳細については PMDAと別途打合せをすること。 
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６． 納入場所 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構内 事務室 

 （東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 7階西ウイング、10階西ウイン

グ、11階東ウイング） 

 

７． 秘密保持 

（１）受注者は、受注業務の実施の過程で PMDA が開示した情報（公知の情報を除 

く。以下同じ。）及び受注者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使 

用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必 

要な措置を講ずること。 

（２）「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならな 

い。 

（３）機密保持の期間は、当該情報が公知の情報になるまでの期間とする。 

 

８． その他 

（１）納品後、瑕疵を発見した際には、直ちに良品と交換すること。 

（２）納品物の数量及び規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と同様 

物を再納品すること。 

（３）参考規格商品以外を納品する場合は、応札 7日前（土日祝除く）までに下   

記担当者に同等品申請書（別紙様式）を提出し、審査を通過した場合のみ応 

札可能とすること。 

（４）新霞が関ビル駐車場を利用する場合の条件としては以下のとおり。 

① 大型自動車で搬入する場合 

‧ 新霞が関ビル 1階（高速側（六本木通り側））の大型車駐車スペースに止

めることが可能。その際には、新霞が関ビル管理事務所の許可が必要と

なるので、事前（数日前）に行先部署名、日時、車両番号、車高、使用

業者名等を FAXすること。 

② それ以外の自動車で納品する場合 

‧ 車の高さの制限 2.5ｍを超えない高さの自動車に限る 

‧ 30分単位で 300円ずつ加算 

‧ 荷下ろし地下 1階駐車場の開いたスペースに車を止め、荷下ろし 

‧ 荷物搬入専用エレベーターを利用 

（５）輸送費その他一切の費用を含むこと。 

（６）搬入に際し必要となる一切の手続を行うこと。 

（７）本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、落札業者は機構担 
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当者と十分協議の上その指示に従うこととする。 

 

9．本件に関する照会先 

 東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル 19階 

 総務部総務課 五十畑 知 

 TEL：03-3506-9541 

 e-mail：ikahata-tomo●pmda.go.jp 

※ ●は@に置き換えてください。 

 

以上 



品番
ｶﾀﾛｸﾞ
ﾍﾟｰｼﾞ 品番

ｶﾀﾛｸﾞ
ﾍﾟｰｼﾞ 品番

ｶﾀﾛｸﾞ
ﾍﾟｰｼﾞ

1
デスク　Ｗ１６００
連結式中間（２名向かい合わせ）

2 ｺｸﾖ
SD-VJ1614TSAWPAWNN

P78
(2018年）

2 デスク用サイドワゴン 4 ｺｸﾖ
SD-WLSWH104SAWPAWN5

P173

3 デスクワゴン 19 SD-GTZ46DT3S81N P104

4 正面パネル（デスク用） 2 ｺｸﾖ
SDV-V165SAWHSNE1N

P100
(2018年）

5 サイドパネル　中間用（デスク用） 4 ｺｸﾖ
SDV-LV75SHSNE1NN

P102

6 事務用回転椅子 25 ｲﾄｰｷ
KG-145GS-T1B2

P449
ｵｶﾑﾗ
C643XR-FSF3

P324
ｺｸﾖ
CR-G3621F6G4T6-W

P274

参考品③

別紙１　調達品⽬⼀覧（メーカー順序は五⼗⾳順）

品　　　名 台数 共通仕様

参考品① 参考品②

･張地：布､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ　脚：樹脂、ﾌﾞﾗｯｸ
･W（肘込）630～642×D（ 小）550～565×H980～995
･座： 高H510～545　 低H420～430
･座ｽﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰｸは50mm以上であること
･座は体圧分散させる構造であること
･背はｼﾝｸﾛﾛｯｷﾝｸﾞであり､体の動きに合わせて追随すること
･ﾛｯｷﾝｸﾞ角度は20度以上で傾斜角度を3段階以上で固定できること
･ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞの強弱を5段階以上で調節できること
･座の高さ調整：90mm以上
･肘はT型固定肘であること。

･W700×厚み24×H600
･ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ：ｸﾞﾚｰ
･ｸﾛｽｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ
･ﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟが使えること
･No.1のﾃﾞｽｸに取り付けられること。

・Ｗ1600×Ｄ1400×Ｈ720　両面増連ﾀｲﾌﾟ　･ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ
･中間幕板がついていること
･表面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板　・脚：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･天板厚：25mmであること
･耐荷重：150kg以上（但し天板がﾊﾆｶﾑ構造の場合は60kg以上で
可）
･配線ﾀｲﾌﾟ：両面ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟで取出し部が樹脂で、ｺｰﾄﾞ受けがあるこ
と
･ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能があること
･既存のﾃﾞｽｸと連結可能であること

･外寸W1000(引戸有効内寸W422×D298×H44）　ｶﾗｰ:ﾎﾜｲﾄ
･天板は左右に付け替え可能、又は左右両方についており片側は
机の高さH720に合わせられること
･天板表面材：ﾒﾗﾐﾝ化粧板
･本体：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･扉：引き違いﾀｲﾌﾟ
･片側はﾃﾞｽｸ下にいれられること
･扉には表示機能付きﾛｯｸがあること
･既存のﾃﾞｽｸと組み合わせ(ｻｲｽﾞと色）があうこと

･W1600×厚み24×H500
･ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ：ｸﾞﾚｰ
･ｸﾛｽｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ
･ﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟが使えること
･No.1のﾃﾞｽｸに取り付けられること。

･W395×D602×H648
･ｶﾗｰ:シルバー
･引出：ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A42段　ﾛﾝｸﾞ取っ手
･本体：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･ﾀﾞｲﾔﾙ錠でｵｰﾙﾛｯｸであること
･薄型自在ｷｬｽﾀｰ（ﾛｯｸ機構付き）であること



仕様書
製品No

【例示品名】 【例示仕様】 申請品番 申請ﾒｰｶｰ
定価

（税抜）
数量 小計

ｶﾀﾛｸﾞ
ページ

申請品寸法 申請製品写真
基準品との相違点

（詳細に記入すること）

【記入例】
会議用テーブル
１５００×６００

･ｷｬｽﾀｰﾀｲﾌﾟ折りたたみのﾃｰﾌﾞﾙであること
･W1800×D600×H720
･天板表面材：ﾒﾗﾐﾝ化粧板　天板ｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ
･ﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ120mm以内で平行ｽﾀｯｸである
こと。
･脚形状は逆Y字型で幕板なし、棚なしである
こと
･高さ調整の可能なｱｼﾞｬｽﾄ機構付きであるこ
と

＊＊＊＊-＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊＊ Ｐ,＊＊＊ W1500xD600xH720

・ネスティングピッチが120㎜でないこと
　→ピッチ135㎜になる。
・平行スタックではないこと。

1
デスク　Ｗ１６００
連結式中間（２名向か
い合わせ）

・Ｗ1600×Ｄ1400×Ｈ720　両面増連ﾀｲﾌﾟ　･ｶ
ﾗｰ：ﾎﾜｲﾄ
･中間幕板がついていること
･表面材:ﾒﾗﾐﾝ化粧板　・脚：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･天板厚：25mmであること
･耐荷重：150kg以上（但し天板がﾊﾆｶﾑ構造の
場合は60kg以上で可）
･配線ﾀｲﾌﾟ：両面ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟで取出し部が樹脂
で、ｺｰﾄﾞ受けがあること
･ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能があること
･既存のﾃﾞｽｸと連結可能であること

2 デスク用サイドワゴン

･外寸W1000(引戸有効内寸W422×D298×
H44）　ｶﾗｰ:ﾎﾜｲﾄ
･天板は左右に付け替え可能、又は左右両方
についており片側は机の高さH720に合わせら
れること
･天板表面材：ﾒﾗﾐﾝ化粧板
･本体：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･扉：引き違いﾀｲﾌﾟ
･片側はﾃﾞｽｸ下にいれられること
･扉には表示機能付きﾛｯｸがあること
･既存のﾃﾞｽｸと組み合わせ(ｻｲｽﾞと色）があう
こと

3 デスクワゴン

･W395×D602×H648
･ｶﾗｰ:シルバー
･引出：ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A42段　ﾛﾝｸﾞ取っ手
･本体：ｽﾁｰﾙ焼付塗装
･ﾀﾞｲﾔﾙ錠でｵｰﾙﾛｯｸであること
･薄型自在ｷｬｽﾀｰ（ﾛｯｸ機構付き）であること

4
正面パネル（デスク
用）

･W1600×厚み24×H500
･ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ：ｸﾞﾚｰ
･ｸﾛｽｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ
･ﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟが使えること
･No.1のﾃﾞｽｸに取り付けられること。

5
サイドパネル　中間用
（デスク用）

･W700×厚み24×H600
･ﾌﾚｰﾑｶﾗｰ：ｸﾞﾚｰ
･ｸﾛｽｶﾗｰ：ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ
･ﾋﾟﾝﾅｯﾌﾟが使えること
･No.1のﾃﾞｽｸに取り付けられること。

6 事務用回転椅子

･張地：布､ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ　脚：樹脂、ﾌﾞﾗｯｸ
･W（肘込）630～642×D（ 小）550～565×
H980～995
･座： 高H510～545　 低H420～430
･座ｽﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰｸは50mm以上であること
･座は体圧分散させる構造であること
･背はｼﾝｸﾛﾛｯｷﾝｸﾞであり､体の動きに合わせ
て追随すること
･ﾛｯｷﾝｸﾞ角度は20度以上で傾斜角度を3段階
以上で固定できること
･ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞの強弱を5段階以上で調節できる
こと
･座の高さ調整：90mm以上
･肘はT型固定肘であること。

別紙様式　同等品申請書


