
アイテム 設置エリア 数量 幅(mm) 奥行き(mm) 高さ(mm) 座面高(mm) 仕様 色 参考商品

1 展示棚 エントランス 3 1500 450 1501 *** 鍵付き 本体：ブラック 参考商品：コクヨ_YG-H5154BK

上記ワイヤー金具 エントランス 3 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_YGX-NP214*ワイヤー金具

上記プッシュ錠 エントランス 3 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_YGK-ZP＊プッシュ錠

2 モニター (70インチ) エントランス 1 *** *** *** *** 指定なし 参考商品：SHARP_AQUOS 4T-C70CN1

3 モニタースタンド エントランス 1 860 870 1520-1720 *** 壁寄せスタンド：キャスタ不要 参考商品：EQUALS_WALL TV STAND PRO

4 ブース　ハイバックソファ エントランス 2 *1500 *630 *1000 420 張地：布製（リバコCランク想定） 明るめの配色にて選定 参考商品：オリバー_S/SK-21/H/LC(Cランク)

5 ブース　テーブル エントランス 1 1500 900 720 *** 脚部：塗装・T字脚。天板：突板もしくはメラミン。配線口の有無はいずれでも可。 本体：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ_MT-V159BSAAM10-E

6 パーテーション 事務所 1 ＊900 *320 *1400 *** 単体で自立可能なもの。布製。 素材面：明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_PMN-S0914M-6AGZLL1

7 デスクA 事務所 2 3600 1200 720 *** 一人あたりW1200確保でき、ワゴン収納可能なこと。配線口有り。デスクBと同製品。 本体：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ_DWV-WD1212-SAWM101

8 デスクB 事務所 1 2400 1200 720 *** 一人あたりW1201確保でき、ワゴン収納可能なこと。配線口有り。デスクAと同製品。 本体：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ _DWV-WD1212-SAWM101

9 チェア 事務所 16 *640 *555 *890 *435 背もたれは標準的な高さにて。肘付き、ナイロンキャスター、背面：布製、座面：布製クッション 本体：ホワイト、張地：明るめの配色にて選定 参考商品：イトーキ_KJ186JE-W9D4

10 デスク用　ワゴン 事務所 16 395 502 648 *** ペントレー引き出し付きで、デスク内に収納できること。 本体：ホワイト 参考商品：コクヨ_DGT-FT3Y46-SAW1

11 キャビネット(下置き用) 事務所 13 900 450 915 *** ３枚引違い収納。シリンダー錠タイプ 本体：ホワイト 参考商品：コクヨ_EDIA_BWU-HD349SAWN

12 上記ベース 事務所 13 900 450 60 *** 収納庫設置に伴う必要数、シングルベース 本体：ホワイト 参考商品：コクヨ_EDIA_BWUB-S9SAW

13 カウンターA　造作 事務所 1 5470 600 1010 *** キャビネットを収納可能なこと。 本体：木目調 制作図参照

14 カウンターB　造作 事務所 1 3670 600 1010 *** キャビネットを収納可能なこと。 本体：木目調 制作図参照

15 カウンターC　造作 事務所 1 2770 600 1010 *** キャビネットを収納可能なこと。 本体：木目調 制作図参照

16 ベンチソファ　２人掛け フリースペース 1 *1090 *615 *762 *420 背もたれあがあること。アーム不要。本体：木目調、背面：布製、座面：布製クッション 本体：木目調、背座面：明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_NND-N2NS-W71/NND-N3NS-W71

17 ベンチソファ　３人掛け フリースペース 1 *1610 *615 *762 *420 背もたれあがあること。アーム不要。本体：木目調、背面：布製、座面：布製クッション 本体：木目調、背座面：明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_NND-N2NS-W71/NND-N3NS-W71

18 傘立て フリースペース 1 870 300 500 *** 30本収納できるもの。 指定なし 参考商品：コクヨ_US-A161NN

19 ブース　ハイバックソファ フリースペース 4 *1500 *630 *1000 420 張地：布製（リバコCランク想定） 明るめの配色にて選定 参考商品：オリバー_S/SK-21/H/LC(Cランク)

20 ブース　テーブル フリースペース 2 1500 900 720 *** 脚部：塗装・T字脚。天板：突板もしくはメラミン。配線口の有無はいずれでも可。 本体：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ_MT-V159BSAAM10-E

21 スクエアテーブル フリースペース 1 1800 1800 720 *** 電源コンセント取り付け可能なこと。 脚部：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ_LT-RG1818MSAAMX1

22 スツール フリースペース 8 *340 *340 *430 *430 数種類のスツールをミックスして配置。 明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_CHESS

23 ラウンドテーブル フリースペース 7 *1050 *1050 720 *** 天板：フラップ。スタッキング可能であること。脚部：キャスター脚・塗装脚。 脚部：ホワイト 、天板：木目調 参考商品：コクヨ_MT-VE10FSAAM10

24 チェア フリースペース 21 *522 *475 *738 *435 数種類のチェアをミックスして配置。 明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_XY-CHL538SW2WN

25 コの字型ソファ フリースペース 1 *4800 *1800 *865 *450 組み合わせで構成可、背もたれがあること。 明るめの配色にて選定 参考商品：オリバー_BENCH

*上記想定明細 フリースペース 2 1800 620 865 450 参考商品：オリバー_S/SK-60A/NB/S18

*上記想定明細 フリースペース 2 1200 620 865 450 参考商品：オリバー_S/SK-60A/NB/S12

*上記想定明細 フリースペース 2 600 620 865 450 参考商品：オリバー_S/SK-60A/NB/CCK

26 カフェテーブル フリースペース 3 600 600 720 *** 脚部：塗装・T字脚。天板：突板もしくはメラミン。 脚部：グレー、天板：木目調 参考商品：イトーキ_TLL0667J-GH

27 ハイカウンターテーブル フリースペース 1 *5080 *560 *1000 *** 天板：メラミン。柱間にアジャスト可能なもの。 脚部：ブラック、天板：木目調 参考商品：コクヨ_Region  Adjustable Couner

28 *上記想定明細 フリースペース 1 1190 *560 *1000 *** 参考商品：コクヨ_LT-RGS125HE6AMY3 *スタート用

29 *上記想定明細 フリースペース 1 2400 *560 *1000 *** 参考商品：コクヨ_LT-RGJ245HE6AMY3 *中間用

30 *上記想定明細 フリースペース 1 2400 *560 *1000 *** 参考商品：コクヨ_LT-RGE125HE6AMY3 *エンド用

31 *上記想定明細 フリースペース 2 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_LTA-RGAT35HE(L・R)E6A *D560用アジャスト用天板

32 *上記想定明細 フリースペース 2 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_LTP-RGE123E6A *幕板、スタートエンド用W1190

33 *上記想定明細 フリースペース 1 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_LTP-RGJ243E6A *幕板、中間用W2400

34 *上記想定明細 フリースペース 2 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_LTP-RGA33E6A *幕板、アジャスト用W2400

35 *上記想定明細 フリースペース 1 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_LTA-RGWH2E6A *配線ダクト、H2400

36 カウンターチェア フリースペース 4 450 485 940 725 ハイタイプ。背座：布製 明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_K04-M720-381S1

37 ウォールシェルフ フリースペース 2 *1275 *450 *2020 *** 柱に固定可能なもの。 本体：木製 参考商品：コクヨ_XY-BWSSHS124MC1

38 上記固定金具 フリースペース 4 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_XY-BWSFC *床固定金具	

39 上記固定金具 フリースペース 4 *** *** *** *** 参考商品：コクヨ_PE-L4N *壁固定金具

40 可動式ホワイトボード フリースペース 2 *835 *570 *1860 *** キャスター付き・可動式であること。 指定なし 参考商品：コクヨ_B02-S087S1S1－SW1

41 ラダースクリーン フリースペース 1 *1740 *500 *1400 *** 脚部：固定。植物等の設置可能であること。 参考商品：コクヨ_XY-BLSA1814SAA

42 モニター（70インチ） フリースペース 1 *1562 *112 *916 *** 参考商品：SHARP_AQUOS 4T-C70CN1

43 上記モニターラック（可動式） フリースペース 1 *1295 *669 ＊2305 *** 可動式であること。 参考商品：イーサプライ_EEX-TVS013

44 ドリンクカウンター フリースペース 1 1800 900 1000 *** 国産木材使用。 天板：木 参考商品：内田洋行_5-822-4228

45 ダストボックス フリースペース 1 900 528 900 *** 標準装備品。 本体：ブラック 参考商品：イトーキ_HLL-0909C-TT

46 プロジェクター フリースペース 1 440 304 120 *** 中〜大会議室用プロジェクター。 参考商品：EPSON_EB-L615U

47 プロジェクター用壁掛けスクリーン 120インチ フリースペース 1 2956 135 2094(最大) *** 120インチ対応。壁掛け可能なこと。 参考商品：KIKUCHI_GEA-120AFW

48 テーブル 会議室 8 2100 450 720 *** スタッキング可能であること。幕板有り。 天板：木目調、脚部：ホワイト 参考商品：イトーキ_THN-214KX-W9-71

48’ テーブル 会議室 2 1500 450 720 *** スタッキング可能であること。幕板有り。 天板：木目調、脚部：ホワイト 参考商品：イトーキ_THN-154KX-W9-71

49 チェア 会議室 30 *555 *500 *780 *435 スタッキング可能であること。脚部：キャスター付き。 明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_K201-Z211CU-39G4391

50 演台 会議室 1 *905 *505 *1070 *** 標準装備品。 本体：ホワイト、天板：ホワイト 参考商品：コクヨ_WA-KA50PAW

51 プロジェクター 会議室 1 440 304 120 *** 中〜大会議室用プロジェクター。 参考商品：EPSON_EB-L615U

52 プロジェクター用壁掛けスクリーン 120インチ 会議室 1 2956 135 2094(最大) *** 120インチ対応。壁掛け可能なこと。 参考商品：KIKUCHI_GEA-120AFW

53 収納庫（3枚引違い/上置き用） 収納庫 9 900 450 1050 *** A4ファイル(縦置き)３段収納可。シリンダー錠タイプ。壁固定できること。 本体：ホワイト 参考商品：内田洋行_5-849-0632

54 収納庫（3枚引違い/下置き用） 収納庫 9 900 450 1050 *** A4ファイル(縦置き)３段収納可。シリンダー錠タイプ。壁固定できること。 本体：ホワイト 参考商品：内田洋行_5-849-0632

55 上記ベース 収納庫 9 900 450 60-80 *** 本体：ホワイト 参考商品：内田洋行_5-821-8822

56 ３名用ロッカー（男性用） 更衣室 2 900 515 1790 *** シリンダー錠タイプ。壁固定できること 本体：ホワイト 参考商品：内田洋行_5-860-0031

57 ３名用ロッカー（女性用） 更衣室 1 900 515 1790 *** シリンダー錠タイプ。壁固定できること 本体：ホワイト 参考商品：内田洋行_5-860-0031

58 ソファベンチ 更衣室 2 *1930 *615-775 *720 *430 休憩用ベッドとしても利用可能であること。 明るめの配色にて選定 参考商品：コクヨ_NMD-WE3NNS-1

59 ハンガーラック 更衣室 2 1280 515 1570 *** 耐荷重30kg。ハンガーを15本描けられるもの。 指定なし 参考商品：コクヨ_CH-8SAW

60 テーブル 相談室 1 2400 1050 720 *** 配線ボックス付き。脚部：塗装、天板：固定 脚部：ホワイト、天板：木目調 参考商品：コクヨ_MT-V241BSAAM10-E

61 チェア 相談室 6 *610 *535 *720 *450 脚部：キャスター付き。座面：布製クッション、肘の有無指定なし。 明るめの配色にて選定 参考商品：ITOKI_KLD925C-G2

62 55インチモニター 相談室 1 *** *** *** *** 壁掛け可能であること。 参考商品：SHARP_AQUOS 4T-C55CL1

63 上記取付金具 相談室 1 *** *** *** *** 指定なし 参考商品：EQUALS_WALL TV STAND PRO

64 電話台 相談室 1 *452 *452 *720 *** 指定なし 参考商品：コクヨ_TT-60P81MAW

【什器備品一覧表及び仕様概要説明書】

<積算にあたっての注意事項>

 ・サイズ表記に*がついているものは目安寸法となります、商品ご選定時の参考としてください。

 ・当該商品はメーカーの製品保証のついている商品にて選定をお願い申し上げます。

 ・搬入設置に関しましては平日、日中作業にて実施予定となります。

納品予定日：2020年8月

東京都産業貿易センター浜松町館５F　国際事業課”はまかんきゃんぱす”

納品先：東京都港区海岸1-7-1 東京都立産業貿易センター浜松町館5階


