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仕様等については、別紙【利用者関係備品一覧】参照

※掲載物品同等品以上とする。

履行期限

〒105-0022
東京都港区海岸1-7-1　（公財）東京都中小企業振興公社

産業貿易センター　浜松町館開設準備室
 【暴力団排除に関する特約事項】
　・別紙「暴力団等排除に関する特約条項」のとおり

 【契約案件の公表】
　・公益財団法人東京都中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、
　　「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さ
　　ない契約等）のすべて及び契約金額が250万円以上の契約案件を以下のとおり公表いたし
　　ます。
　・公表項目
　　　契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委託・物品等
　　　の区分別）、契約相手方の名称、契約金額
　・公表時期及び手法
　　　決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表いたし
　　　ます。
　なお、公表の趣旨にご理解いただけない場合は契約締結後14日以内に、文書にて同意しない
　旨申し出ることができます。
 【環境により良い自動車利用】
　本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
　①都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号)第37条
　　 のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
  ②自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に
     関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。
　なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は

   写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
 【本仕様書の解釈】
　・本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は公社と協議して決定する。

仕様書

令和2年度　浜松町館利用者用貸出備品の購入について
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令和2年9月8日



東京都千代田区神田佐久間町１－９　産業労働局秋葉原庁舎
　企画管理部　産業貿易センター浜松町館開設準備室 総務経理G
　　電話　03-3251-7896

備考

担当者



【利用者関係備品仕様一覧】

分類 番号 品名 サイズ 数量 配置場所 注意事項

① 清掃システムラック500 コンドル：C300-500X-MB スチールメラミン焼付 W500×D505×H1850 16 各階備品倉庫
組立経費、

下記②～⑪を収納含む

② 清掃システムラック：S字フック コンドル：C300-070X-OP スチールユニクロメッキ 1袋/5個 13 各階備品倉庫 2台：8個使用

③ 清掃システムラック：天板 コンドル：C300-010X-OP スチールメラミン焼付 W512×D446 16 各階備品倉庫 1枚/1台

④ 清掃システムラック：ワイヤーカゴ コンドル：C300-032X-OP スチールメラミン焼付 W430×D200×H60 16 各階備品倉庫 1個/1台

⑤ 清掃システムラック：ハンガーネット コンドル：C300-020X-OP スチールメラミン焼付 430×532 16 各階備品倉庫 1枚/1台

⑥ 清掃システムラック：モップハンガー4連 コンドル：C300-050X-OP 470×50×90 16 各階備品倉庫 1個/1台

⑦ 清掃システムラック：フック大 コンドル：C300-062X-OP 427×47 48 各階備品倉庫 3個/1台

⑧ シダ帚：長柄 コンドル：C142-00LU-MB ハンドル：竹、カバー：PP、穂：シダ 全長：1300、全幅250 30 各階備品倉庫 3個/2台：予備6

⑨ 座敷箒：長柄 コンドル：BR704-00LU-MB
ハンドル：竹柄（PVC樹脂コーティング)

カバー：ポリエステル、甲：PE、毛：天然草
全長：1330、全幅310 30 各階備品倉庫 3個/2台：予備6

⑩ フリーハンドル　タッチワン　アルミ プロテック：MO657-000N-MB
ハンドル：アルミパイプ、ヘッド：PP

グリップ：PP、伸縮ストッパー：ABS

全長：1.100~1.600

全幅：90
20 各階備品倉庫 1個/1台：予備4

⑪ ワンタッチブラシ プロテック：C265-000X-MB
甲：天然木、毛：再生PET

ジョイント：PP
173 20 各階備品倉庫 1個/1台：予備4

⑫ スクイザーV コンドル：SQ461-000X-MB
タンク：PP、ローラー：PVC

ペダル：PP、構成部品：スチール
W310×D360×H295 10 給湯室or控室 1本/半室・予備2

⑬ ネオカラーモップ：糸付 コンドル：C274-008U-ST ハンドル：スチールパイプ、ヘッド：PP
全長：1.320

全幅：240
10 給湯室or控室 1本/半室・予備2

⑭ ブンチリNT プロテック：C227-000X-MB
ハンドル：アルミパイプ、ボディ：PP

フレーム：アルミニウム、グリップ：ナイロン
W280×D150×H880 20 各階備品倉庫 1個/1台：予備4

⑮ バキュームクリーナー： コンドル：CVC-301X AC100V、最大真空度24ｋPa 8 各階控室

⑯ スーパーファンN コンドル：E-103-N

AC100V、、風量158/199㎥/分、

羽根：直径450ｍｍ4枚、首振り角度左右90度、

上下3段調節、電源コード9.7ｍ

W530×D550×H×800 10 未定

⑰ タオル雑巾 コンドル：C357-010X-MB 10枚入り 200×300 20

⑱ マイクロファイバークロス3枚入り コンドル：DU578-000X-MB 3枚入り 315×500 10 各階備品倉庫 1セット/半室・予備2

⑲ システムバケツセットBL コンドル：CL382-000X-Mb ボディ・取手：PP W320×D290×H300 10 各階備品倉庫 1セット/半室・予備2

⑳ 大型コーナーBOX オーエ：81431 材質：PP W175×D155×H190 20
女子トイレ

多目的トイレ
各個室1個・予備2

㉑ マグネット掃除機 8 各階備品倉庫 各階2台

㉒ ホワイトマーカー　ツイン
サクラクレパス：

WBK-T♯49、19、36
再生素材使用：中字2・太字5 長さ139 50 各会議室

黒：3箱、赤：1箱、青：1箱

18+6+6＝30　予備20

㉓ マグネットイレーザー マグエックス：MMRE
本体：ウレタン/フェライト磁石

カバー：再生ABS
W133×D35×H26 20 各会議室 差異小ロット10

㉔ マグネットイレーザー専用スペアシート マグエックス：MMRE-R5 材質：フェルト、粘着テープ 縦110×横126 20 管理事務所

㉕ チョークボックス：マグネット付き クラウン：CR-CC20-CB 材質：アクリル、マグネット、仕切付 W125×D40×H125 30 各会議室 最小ロット10

㉖ ホワイトボード用クリーナー マグエックス：MWC-300 精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤 300ｍｌ 2 管理事務所 別注（ロットの関係）

仕様等

清掃

関係

会議室



分類 番号 品名 サイズ 数量 配置場所 注意事項仕様等

㉗ ポケット付　ホワイトボード/掲示板（展示室用） LION：AG-65G

板面：ビニールレザー/スティール

フレーム：アルミアルマイト仕上げ

脚部：スティールパイプ/キャスター付

W654×D400×H1400 10
3階倉庫3-2or

1階倉庫1-5

㉘ 案内板型　ピンレス式掲示板（会議室用） LION：PLK-37G

板面：粘着シート/スティール

フレーム：アルミアルマイト仕上げ

脚部：スティールパイプ/キャスター付

W364×D400×H1100 6 各会議室 2台/室

㉙ 誘導看板 LION：GP-8E
板面：白色アクリル板付、

脚：スチールメラミン焼付塗装
W360×D360×H1300 10

3階倉庫3-2or

1階倉庫1-5

㉚ ガイドポールIB-80：STヘアーライン 山﨑産業：YG-22L-SA
ポール・ベース：ステンレスヘアーライン仕上げ

ベルト：ナイロン

W390×D320×H915

ベルト長さ：2000
20

3階倉庫3-2or

1階倉庫1-5

㉛ 三角コーン：25個入 スマートバリュー：N163J-R ポリエチレン(LDPF） W380×D380×H705 25 1階倉庫1-1

㉜ コーンベット2Kg WING　ACE：CW-2 合成ゴム W370×D370×H20 20 1階倉庫1-1

㉝ コーンバー1.5ｍ スマートバリュー：N164J-Y/B
直径34×長さ2110

リング内径：83
20 1階倉庫1-1

㉞ 親子札 クラウン：BF-150-BK~WH ABS樹脂
親：縦46×横33×厚27

番号札：縦60×横40×厚2.7
10 管理事務室

※各色1~100

  (黒・赤・青・緑・黄・白)

（6色赤・青・緑・黄は200迄）

㉟ 脚立 コンドル：FU453×180X-MB 本体：6063Aアルミ形財 W1214×D630×H1680 8 各階倉庫1 各階2台

㊱ リサイクルトラッシュSKL-70ボディ+角穴蓋
コンドル：YW-453L-PC

　　　　　YW-453L-OP1
材質：PP（塩ビ不使用）

W320×D500×H650

W320×D515×H240
20 ゴミ置き場

㊲ グリーンレーザーポインター（緑)　約200ｍ以内 サンワサプライ：LP-G350

出力1ｍW未満(ランク2）、

ビーム径(点）3ｍ先で約5ｍｍ

消費生活用製品安全法適合

径：13.2×長：152.5 3 管理事務所 会議室各室1

㊳ レーザーポインター（赤)　約50ｍ以内 サクラクレパス：RX-5RN

出力1ｍW未満(ランク2）、

ビーム径(点）3ｍ先で約5ｍｍ

消費生活用製品安全法適合

径：13.2×長：152.5 3 管理事務所 会議室各室1

㊴ ポインター 開明：PO2001 クロームメッキ伸縮・PVC、真鍮 220~1150 4 管理事務所

㊵ 台車・サイレントマスター（ブレーキ付き） ナンシン：DSK-301B2

床板：PP、キャスター：グレーゴム

ハンドル：スティール、

コーナーバンパー：エラストマー

最大荷重300kg

W600×D900×861 10 倉庫1-1

㊶ モバイルスクリーン 日学：KPR-100V
100インチ

重量8.5kg

開帳時：W2365×D340×

H2480

スクリーンサイズ：横2154×縦

1346

収納時：W2365×W145×H160

5 管理事務所

その他

案内

整理

関係


