
公益財団法人東京都農林水産振興財団   入札情報
【公表】

整理番号 61

契約番号 2農振財契第1182号

件名 事務用品の購入

納入場所 東京都青梅市新町6-7-1　公益財団法人東京都農林水産振興財団　青梅庁舎　

概要
○事務用品
　（詳細は別紙仕様書のとおり）

納入期限 令和3年3月31日(水)

入札方式 希望制指名競争入札

希望申出要件 ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者

①東京都における平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付け
されている者であること（営業種目は問わない）

②当財団又は官公庁等において同様の業務について契約実績を有する者

格付 問わない

仕様説明会 実施しない

入札予定日時 令和3年1月26日（火）　午後1時30分

入札予定場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団立川庁舎　セミナー室（東京都立川市富士見町3-8-1）　

希望申出期間
令和3年1月7日（木）から同年1月14日（木）まで
午前10時から午後4時まで（正午から午後１時までは除く。）（郵送「可」、但し期間内必着）

希望申出場所
〒190-0013　東京都立川市富士見町3－8－1
公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課

希望申出時の
提出書類

(1）　希望票　〔様式あり〕　（必要事項を記入・押印）

(2)  会社概要・実績一覧表〔様式あり〕　（必要事項を記入）

(3)　○希望申出要件①に該当する場合は、

　　　　東京都の「平成31・32年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し

　　　及び「平成31・32年度競争入札参加資格審査結果通知書（物品等）」の写し

　　 ○希望申出要件②に該当する場合は、

　　　　契約実績を証明するものの写し（契約書・請書の写しなど）

備考 (1)  指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。

(2)  指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。

(3)  希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。

(4)  指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。

(5)  申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。

(6)  関係する会社に該当する場合（親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする

　　子会社同士の関係にある場合、役員の兼任等がある場合）には、同一入札に参加する

　　ことができません。

(7)  入札結果（落札業者名、落札金額等）については後日公表します。予めご了承ください。

公益財団法人東京都農林水産振興財団　管理課　　【担当】　上原

住所　東京都立川市富士見町3-8-1

電話　　042-528-0721　　FAX　042-522-5397　　

公益財団法人東京都農林水産振興財団　青梅庁舎　事業課　青梅庁舎再編整備係【担当】井上・横山

住所　東京都青梅市新町6-7-1

電話　　0428-31-2171

入札に関する
問い合わせ先

仕様内容に関
する問い合わ
せ先

(1)から(3)までを
提出してくださ
い。



１．件名

事務用品の購入

２．納入場所

東京都青梅市新町六丁目７番１号

公益財団法人東京都農林水産振興財団　青梅庁舎　

別紙「仕様内訳書」に記載の納品場所に納入すること。

３．納入期限

令和　３年　３月　３１日

４．品名・数量等

別紙「仕様内訳書」のとおり

５．共通事項

（１） 本契約は、納品場所となる公益財団法人東京都農林水産振興財団・青梅庁舎の物品

調達を目的として、財団（以下「発注者」という。）が受注者と契約締結するものである。

（２） 物品の仕様、納入条件等は、別紙「仕様内訳書」等を参照すること。

（３） 別紙「仕様内訳書」に記載された規格・性能と同等以上の規格・性能を有する製品を

選定すること。なお、参考メーカー及び参考型番は、製品を選定する際の参考として

例示するものであり、指定するものではない。

（４） 受注者は、採用しようとする製品と仕様の適合について疑義が生じた場合は、採用しようと

する製品が仕様内容を満たしているか確認できる資料を発注者に提出し、発注者の確認を

得ること。

（５） 契約締結後に廃番等が判明した場合の対応については、別途協議とする。

（６） 新品を納入すること。

（７） 受注者は契約締結後すみやかに、発注者立ち合いの下、現地確認・調査を行い、現場での

納まり等を確認すること。

６．納入

（１） 什器に関しては、必要に応じて転倒防止処置を施し、隣接する什器は横連結を行うこととし、

その方法については、予め発注者の承認を得ること。なお、納品・組立・設置・転倒防止施行

に要する費用は受注者の負担とする。

（２） 納入の日時等については、事前に担当者と調整すること。

（３） 搬入は、原則、平日９時から１７時までの作業とする。但し、発注者との協議により、平日の

上記時間以外及び土日に作業を実施する必要がある場合は、予め発注者の承認を得る

こと。

（４） 納入物の梱包材等は、受注者の責任において引き取り、関係法令に基づき処分すること。

（５） 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。

　　ア 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。

　　イ 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利用に

仕　様　書



努めること。

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

掲示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。

（６） 納入の際、車両を駐車する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

に基づき、アイドリング・ストップを遵守すること。

（７） 納入時は、既存の建物、施設及び設備に損害を与えることのないよう、養生等必要な

措置を講じること。

万一損害を与えた場合は、受注者の負担により現状に復旧すること。

（８） 青梅庁舎敷地内では、家畜伝染病予防のための防疫措置を実施している。防疫の

内容は状況によって変更があるので、納品作業の際には担当者及び財団職員の

指示に従うこと。

（９） その他、納入についての詳細は、別紙「仕様内訳書」のとおりとする。

７．暴力団等排除に関する特約条項

暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。

８．新型コロナウイルスへの対応

（１） 本契約においては、業務の履行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に

努めること。

（２） 契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、

受注者からの申し出を踏まえ、受発注者間において、契約金額の変更、履行期限（納入期限）

の延長のための協議を行う。

この場合、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の

変更を行うものとし、契約金額の変更については受発注者間での協議を踏まえ適切に

対応する。

９．支払方法

納品完了後に提出される納品書に基づき完了検査を行い、合格と認定した後、支払請求を

受理した日から３０日以内に支払うものとする。

１０．その他

（１） 履行に際し、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

（２） 履行に際し、万一、仕様書の事項が守られない場合、不適切な履行、公序良俗に反する

行為等により発注者に不利益や損害を与えた場合は、受注者は損害賠償の責めを免れ

ない。

（３） その他、本契約の履行際し、疑義が生じた場合又は特に定めのない事項については、

その都度、発注者の担当者と協議を行うこと。

１１．連絡先

〒１９８－００２４

東京都青梅市新町六丁目７番１号

公益財団法人　東京都農林水産振興財団　青梅庁舎

事業課　青梅庁舎再編整備係　井上・横山

ＴＥＬ　０４２８－３１－２１７１　　ＦＡＸ　０４２８－３１－８４７４



仕様内訳書

品名 寸法（Ｗ・Ｄ・Ｈ：ｍｍ） 仕様 参考メーカー 参考型番 数量 単位 納品場所

1 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
共通エリア
車庫・清除室
エントランス１

2 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×1800×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-418T 1 枚
共通エリア
車庫・清除室
エントランス１

3 シューズボックス（オープンタイプ）
1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 2 台
共通エリア
車庫・清除室
エントランス１

4 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
共通エリア
車庫・清除室
エントランス２

5 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×1800×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-418T 1 枚
共通エリア
車庫・清除室
エントランス２

6 シューズボックス（オープンタイプ）
1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 2 台
共通エリア
車庫・清除室
エントランス２

7 片袖机
1000×600×720
（±30）

・天板：スチール・メラミン化粧板
・コードホール付
・中央引出し：ラッチ機能付
・本体：スチール・粉体塗装
・脚ベース：ABS樹脂カバー・アジャスター付
・配線ボックス取付可
・幕板取付高：床上110㎜・140㎜
・袖引出し：ラッチ機能付・オールロック錠（施解錠表示・内筒交換仕
様）
・色：天板　ナチュラル系統
　　　本体　ホワイト系統

ライオン事務器㈱ LDV-M106SS-E-MW 2 台
共通エリア
車庫・清除室
事務室

8
オフィスチェアー
（肘有）

640×580-630×945-1035
(SH410-500)
（±30）

・背フレーム：PA樹脂成型品
・張材：（背）弾性ポリエステルメッシュ材
　（座）ポリエステル布
・クッション：座モールドウレタン
・肘部：PP樹脂成型品
・脚部：PA樹脂成型品
・キャスター：φ60㎜ナイロン双輪
※ロッキング強弱調節可能
※ロッキング固定可能（任意位置）

ライオン事務器㈱ NO.3546F-K 2 台
共通エリア
車庫・清除室
事務室

9 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ
φ170×255
（±30）

・足踏み開閉タイプ
・容量：3ℓ
・本体：ステンレス

ライオン事務器㈱ KD-30S 1 台
共通エリア
車庫・清除室
トイレ１

10 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス１

11 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×900×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-409T 1 枚
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス１

12
シューズボックス
（オープンタイプ）

1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス１

13
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 3 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室１（男）

14 ｺｰﾄｽﾀﾝﾄﾞ
1200×500×1600
（±30）

・スチールパイプ・メラミン焼付塗装
・ナイロン双輪キャスター（2個ストッパー付）
・ハンガー15個付き（W422・再生PP樹脂）

ライオン事務器㈱ No,315 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室１（男）

15
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室１（男）

16
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 2 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室２（女）

17 ｺｰﾄｽﾀﾝﾄﾞ
W900×D500×H1600
（±30）

・スチールパイプ・メラミン焼付塗装
・ナイロン双輪キャスター（2個ストッパー付）
・ハンガー10個付き（W422・再生PP樹脂）

ライオン事務器㈱ No,310 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室２（女）

18
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
前室２（女）

19 片袖机
1000×600×720
（±30）

・天板：スチール・メラミン化粧板
・コードホール付
・中央引出し：ラッチ機能付
・本体：スチール・粉体塗装
・脚ベース：ABS樹脂カバー・アジャスター付
・配線ボックス取付可
・幕板取付高：床上110㎜・140㎜
・袖引出し：ラッチ機能付・オールロック錠（施解錠表示・内筒交換仕
様）
・色：天板　ナチュラル系統
　　　本体　ホワイト系統

ライオン事務器㈱ LDV-M106SS-E-MW 10 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
事務室

20
ｵﾌｨｽﾁｪｱｰ
 (ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付・肘有）

695×580-620×1130-1200
(SH420-490)
（±30）

・張材：（背）弾性ポリエステルメッシュ材（座）ポリエステル布
・クッション：（座）ウレタンフォーム
・ヘッドレスト：（張材）ポリエステル布張り・（クッション）ウレタンフォーム
・肘部：アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上げ、PA樹脂成型品
・肘パッド：ポリウレタン樹脂成型品
・脚部：アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上げ
・キャスター：φ60㎜ナイロン双輪（ブラック）
※ロッキング固定可能（任意位置）
※ランバーサポート機能付（上下70ｍｍ・任意位置）

ライオン事務器㈱ No,5885FN 10 脚
鶏エリア
鶏班現場詰所
事務室



21 スタンドタイプホワイトボード
1890×560×1800
（板面有効寸法　1771×880）
（±30）

・フレーム：アルミ・アルマイト仕上げ（ブラック）
・板面回転式・ワンポイントロック
・脚：スチール楕円パイプ・粉体塗装（ブラック）・
Φ50mmナイロン双輪キャスター4個（2個ストッパー付き）

ライオン事務器㈱ SR-11BF 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
事務室

22
スタンドタイプホワイトボード
（片面：予定表１ヶ月罫引）

1890×560×1800
（予定表罫引　W1800×H900）
（±30）

・フレーム：アルミ・アルマイト仕上げ（ブラック）
・板面回転式・ワンポイントロック
・脚：スチール楕円パイプ・粉体塗装（ブラック）・
Φ50mmナイロン双輪キャスター4個（2個ストッパー付き）
・予定表（1ヶ月）は１～１５日で１列、１６～３１日で１列の２列表示

ライオン事務器㈱
SR-11BF
F-24：予定表1ヶ月

1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
事務室

23
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 4 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
収納室

24
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
収納室

25 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ
φ170×255
（±30）

・足踏み開閉タイプ
・容量：3ℓ
・本体：ステンレス

ライオン事務器㈱ KD-30S 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
トイレ１（女）

26 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス２

27 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×900×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-409T 1 枚
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス２

28
シューズボックス
（オープンタイプ）

1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 1 台
鶏エリア
鶏班現場詰所
エントランス２

29
作業台
(ｽﾃﾝﾚｽ天板)

1800×900×600-900
（±30）

・ステンレス製
・高さ調整式タイプ
・固定式
・均等耐荷重：200kg
・色：シルバー、アイボリー

ライオン事務器㈱ SWS3A-1890 1 台
鶏エリア
ふ卵舎
資材室

30 丸イス
座高450mm・座寸法Φ300×厚さ20mm
（±30）

・座部：ブナ強化積層合板＋カバ合板
・脚部：Φ22.2mmスチールパイプ・クロームメッキ・補強リング付
・座高：座高450mm・座寸法Φ300×厚さ20mm・2.9ｋｇ

ライオン事務器㈱ No,66 2 脚
鶏エリア
ふ卵舎
資材室

31
作業台
(ｽﾃﾝﾚｽ天板)

1800×900×600-900
（±30）

・ステンレス製
・高さ調整式タイプ
・固定式
・均等耐荷重：200kg
・色：シルバー、アイボリー

ライオン事務器㈱ SWS3A-1890 1 台
鶏エリア
ふ卵舎
鑑別室

32
作業台
(ｽﾃﾝﾚｽ天板)

900×600×600-900
（±30）

・ステンレス製
・高さ調整式タイプ
・固定式
・均等耐荷重：200kg
・色：シルバー、アイボリー

ライオン事務器㈱ SWS3A-960 2 台
鶏エリア
ふ卵舎
鑑別室

33
マルチスツール
（5本脚・足掛なし）

510×425×645-745
（±30）

・張材：ビニールレザー張り
・クッション：モールドウレタン
・背部：スチール・PP樹脂成型品
・5本脚：スチール・PP樹脂成型カバー付（グレー）
・キャスター：Φ50mmナイロン双輪（ダークグレー）
・背もたれは可倒式のこと

ライオン事務器㈱ No,257S 2 脚
鶏エリア
ふ卵舎
鑑別室

34
パネルスクリーン
（２連）

W2400（1200＋1200）×H1800
（±30）

・上部スチロール樹脂（2.5mm厚・ｼﾎﾞ付半透明）
・下部両面再生ポリエステル布張り（芯材：再生紙ハニカムコア）
・色：ライトブルー

ライオン事務器㈱ ISS-1284WP-B 1 台
鶏エリア
ふ卵舎
鑑別室

35 片袖机
1000×600×720
（±30）

・天板：スチール・メラミン化粧板
・コードホール付
・中央引出し：ラッチ機能付
・本体：スチール・粉体塗装
・脚ベース：ABS樹脂カバー・アジャスター付
・配線ボックス取付可
・幕板取付高：床上110㎜・140㎜
・袖引出し：ラッチ機能付・オールロック錠（施解錠表示・内筒交換仕
様）
・色：天板　ナチュラル系統
　　　本体　ホワイト系統

ライオン事務器㈱ LDV-M106SS-E-MW 2 台
鶏エリア
ふ卵舎
執務室

36
オフィスチェアー
（肘有）

640×580-630×945-1035
(SH410-500)
（±30）

・背フレーム：PA樹脂成型品
・張材：（背）弾性ポリエステルメッシュ材
　（座）ポリエステル布
・クッション：座モールドウレタン
・肘部：PP樹脂成型品
・脚部：PA樹脂成型品
・キャスター：φ60㎜ナイロン双輪
※ロッキング強弱調節可能
※ロッキング固定可能（任意位置）

ライオン事務器㈱ NO.3546F-K 2 台
鶏エリア
ふ卵舎
執務室

37
ステンレス作業台
（引出あり・キャスター付き）

1800×750×850
（±30）

ＤＡＬＴＯＮ社 US2B-AS6M-AA 2 台
鶏エリア
ふ卵舎
孵卵室1

38
ステンレス作業台
（棚板あり・キャスター付き）

1800×750×850
（±30）

ＤＡＬＴＯＮ社 US3A-AS6M-AA 2 台
鶏エリア
ふ卵舎
孵卵室1

39
ステンレス作業台
（棚板あり・キャスター付き）

1800×750×850
（±30）

ＤＡＬＴＯＮ社 US3A-AS6M-AA 3 台
鶏エリア
ふ卵舎
孵卵室2

40 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス１



41 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×900×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-409T 1 枚
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス１

42
シューズボックス
（オープンタイプ）

1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス１

43
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 4 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室１（男）

44 ｺｰﾄｽﾀﾝﾄﾞ
1200×500×1600
（±30）

・スチールパイプ・メラミン焼付塗装
・ナイロン双輪キャスター（2個ストッパー付）
・ハンガー15個付き（W422・再生PP樹脂）

ライオン事務器㈱ No,315 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室１（男）

45
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室１（男）

46
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 2 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室２（女）

47 ｺｰﾄｽﾀﾝﾄﾞ
W900×D500×H1600
（±30）

・スチールパイプ・メラミン焼付塗装
・ナイロン双輪キャスター（2個ストッパー付）
・ハンガー10個付き（W422・再生PP樹脂）

ライオン事務器㈱ No,310 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室２（女）

48
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
前室２（女）

49
軽量物品棚
（固定仕切板・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ
付）

875×450×2100
（５段・仕切板1枚／段）
（±30）

・最大積載質量：1段あたり均等荷重100㎏／1連あたり1000㎏
・本体：スチール製、粉体塗装
・有効棚板寸法W−80㎜
・本体外寸法はW＋12㎜、D＋15㎜
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ No,3375D-1 3 台
豚エリア
豚班現場詰所
更衣室１（男）

50
軽量物品棚
（固定仕切板・ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ
付）

875×450×2100
（５段・仕切板1枚／段）
（±30）

・最大積載質量：1段あたり均等荷重100㎏／1連あたり1000㎏
・本体：スチール製、粉体塗装
・有効棚板寸法W−80㎜
・本体外寸法はW＋12㎜、D＋15㎜
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ No,3375D-1 2 台
豚エリア
豚班現場詰所
更衣室２（女）

51 片袖机
1000×600×720
（±30）

・天板：スチール・メラミン化粧板
・コードホール付
・中央引出し：ラッチ機能付
・本体：スチール・粉体塗装
・脚ベース：ABS樹脂カバー・アジャスター付
・配線ボックス取付可
・幕板取付高：床上110㎜・140㎜
・袖引出し：ラッチ機能付・オールロック錠（施解錠表示・内筒交換仕
様）
・色：天板　ナチュラル系統
　　　本体　ホワイト系統

ライオン事務器㈱ LDV-M106SS-E-MW 12 台
豚エリア
豚班現場詰所
事務室

52
ｵﾌｨｽﾁｪｱｰ
 (ﾍｯﾄﾞﾚｽﾄ付・肘有）

695×580-620×1130-1200
(SH420-490)
（±30）

・張材：（背）弾性ポリエステルメッシュ材（座）ポリエステル布
・クッション：（座）ウレタンフォーム
・ヘッドレスト：（張材）ポリエステル布張り・（クッション）ウレタンフォーム
・肘部：アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上げ、PA樹脂成型品
・肘パッド：ポリウレタン樹脂成型品
・脚部：アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上げ
・キャスター：φ60㎜ナイロン双輪（ブラック）
※ロッキング固定可能（任意位置）
※ランバーサポート機能付（上下70ｍｍ・任意位置）

ライオン事務器㈱ No,5885FN 12 脚
豚エリア
豚班現場詰所
事務室

53 スタンドタイプホワイトボード
1890×560×1800
（板面有効寸法　1771×880）
（±30）

・フレーム：アルミ・アルマイト仕上げ（ブラック）
・板面回転式・ワンポイントロック
・脚：スチール楕円パイプ・粉体塗装（ブラック）・
Φ50mmナイロン双輪キャスター4個（2個ストッパー付き）

ライオン事務器㈱ SR-11BF 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
事務室

54
スタンドタイプホワイトボード
（片面：予定表１ヶ月罫引）

1890×560×1800
（予定表罫引　W1800×H900）
（±30）

・フレーム：アルミ・アルマイト仕上げ（ブラック）
・板面回転式・ワンポイントロック
・脚：スチール楕円パイプ・粉体塗装（ブラック）・
Φ50mmナイロン双輪キャスター4個（2個ストッパー付き）
・予定表（1ヶ月）は１～１５日で１列、１６～３１日で１列の２列表示

ライオン事務器㈱
SR-11BF
F-24：予定表1ヶ月

1 台
豚エリア
豚班現場詰所
事務室

55 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ
φ170×255
（±30）

・足踏み開閉タイプ
・容量：3ℓ
・本体：ステンレス

ライオン事務器㈱ KD-30S 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
トイレ２（女）

56
キーレスロッカー
（ハンガータイプ・6人用）

900×515×1790
（±30）

・3列2段　6人用
・本体：スチール・粉体塗装
・ダイヤル錠タイプ（4桁）
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、タオル掛
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ KL-76-D-W 4 台
豚エリア
豚班現場詰所
収納室

57
スチールロッカー
（１人用）

317×515×1790
（±30）

・本体：スチール・粉体塗装
・付属品：ハンガーパイプ、網棚、鏡・タオル掛・傘立
・ホワイト系統

ライオン事務器㈱ S-71S-W 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
収納室

58 傘立て（24本立）
523×366×500
（±30）

・24本用
・本体：スチール製・焼付塗装（ブラック）／焼付塗装（シルバー）
・水受皿：再生PP樹脂
・折りたたみ式

ライオン事務器㈱ CU-24 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス２

59 抗菌ｶﾗｰｽﾉｺ
400×900×48
（±30）

・抗菌性
・本体：硬質塩化ビニール樹脂
・エンドキャップ：再生PE樹脂
・防炎試験登録番号E0970391
・色：ブラウン系統

ライオン事務器㈱ SN-409T 1 枚
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス２

60
シューズボックス
（オープンタイプ）

1000×350×1450
（±30）

・4列5段　20人用
・本体：スチール・メラミン焼付塗装）
・棚板：亜鉛メッキ鋼板
・色：アイボリー系統

ライオン事務器㈱ SB-420K 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
エントランス２

61
サイド実験台
（オープンタイプ）

1200×750×850
（±30）

・天板：ラグス ＤＡＬＴＯＮ WF2A-AA4M-AA 2 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

62
サイド実験台
（キャビネットタイプ）

1200×750×850
（±30）

・天板：ラグス
・３段引出
・ケコミ引き戸

ＤＡＬＴＯＮ WM2W-AA4M-AA 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

63
サイド実験台
（キャビネットタイプ）

1500×750×850
（±30）

・天板：ラグス
・３段引出
・ケコミ引き戸

ＤＡＬＴＯＮ WM2W-AA5M-AA 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室



64 木製ワゴン
454×480×626
（±30）

・３段引出仕様 ＤＡＬＴＯＮ MM1B-NP1M-AA 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

65 ラボチェア
φ315×Ｈ410-550
（±30）

・回転式 ＤＡＬＴＯＮ C-12 2 脚
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

66 ドライングシェルフ
758×460×1600
（±30）

・天板、カーテン：PCV製
・ポール：スチール製
・棚枠：スチール製（ポリエチレン樹脂コーティング）
・水受け：ＳＵＳ３０４製
・固定棚４枚（樹脂コーティング）、メッシュマット４枚

ＤＡＬＴＯＮ DS-S 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

67 ステンレスエレクターシェルフ
1212×610×1892×4段
（±30）

ＤＡＬＴＯＮ
SLS1220
PS1900

1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室

68 器具戸棚
1760×400×880
（±30）

・ガラス引き戸
・棚板４枚
・施錠可能
※床置きのため、ベースも含む

ヤマト科学㈱ MC-125G 1 台
豚エリア
豚班現場詰所
実験室





【共通エリア】 【鶏エリア】 【鶏エリア】 【豚エリア】
　車庫・清除室 　鶏班現場詰所 　ふ卵舎 　豚班現場詰所
　　・エントランス１ 　　・エントランス１ 　　・資材室 　　・エントランス１
　　・エントランス２ 　　・エントランス２ 　　・執務室 　　・エントランス２
　　・事務室 　　・前室１ 　　・鑑別室 　　・前室１
　　・トイレ 　　・前室２ 　　・孵卵室１ 　　・前室２

　　・更衣室１ 　　・孵卵室２ 　　・更衣室１
　　・更衣室２ 　　・更衣室２
　　・事務室 　　・事務室
　　・収納室 　　・収納室
　　・トイレ１ 　　・トイレ３



【共通エリア・車庫清除室】



【鶏エリア・鶏班現場詰所】



【鶏エリア・孵卵舎】



【豚エリア・豚班現場詰所】


