
業務仕様書

Ⅰ 調達内容等

１ 適用範囲

本仕様書は、独立行政法人都市再生機構（以下「甲」という。）が発注し、受注者（以

下「乙」という。）が実施するパーソナルコンピューター（以下「パソコン」という。）

のリース、据付け及び設置調整並びに保守に関する仕様を示したものである。

本仕様書に示す性能及び構成等は、主要事項を示したものであり、本仕様書に明示

されていない事項についても当該製品に当然備えるべき事項については要求仕様に含

まれるものとする。

また、設置及び調整にあっては、現状を優先するものとする。

２ 調達範囲

本調達の範囲は、以下の項目とする。

(1) パソコンのリース及びその設置・調整業務

(2) パソコンに導入するソフトウェア並びにそのインストール及び稼動調整業務

(3) 既存機器との適切な稼動調整業務（パソコン入替えに伴うインターネット設定等

を含む。）

(4) 既設パソコンの撤去、データ抹消及びリース元への返却。

(5) 既存機器、システム及び現行運用体制との適切かつ円滑な連携に必要となる調

査・調整業務

(6) ハードウェア及びソフトウェア附属の媒体、マニュアル等の整備

(7) 既設パソコン撤去のための一時的な移動について甲の指定する職員の指示に基づ

き実施すること。

(8) 以上の項目を既に稼動しているシステムとの十分な整合を図り実施すること。

(9) ハウジングアドバイザー（ユーザー）への説明及び助言

(10) リース期間中の保守業務

３ 品名及び数量

事務用パソコン   143 台

４ 納入期限

本調達機器等の納入期限は、平成 28 年 12月 25 日までとする。※ただし、設置納入

後からリース等業務開始までの保守は、リース開始後と同様の保守対応を実施し、そ

の費用は乙負担にて行うこととする。



なお、既設パソコンのデータ抹消及びリース元への返却については、平成 29 年２月

中に完了すること。

返却する既設パソコン：ＨＰ ProBook 4420S 146 台

返却先：兵庫県神戸市北区赤松台（詳細は受注者に開示する。）

５ リース期間

  本調達機器等のリース期間は、平成 29 年１月１日から平成 32 年 12 月 31 日までと

する。

  ただし甲が引き続き契約を継続することを希望する場合、新たに甲と乙の間で賃貸

借契約（以下、「再リース契約」という。）を締結することとする。

なお、保守料については、原則として再リース期間中も変更しないこととする。

    契約期間中に windows7のサポート切れを迎えるため、別途、甲の費用負担により

次期 OSへのバージョンアップを実施すること。併せて復旧用媒体及び復旧マニュアル

の大幅な更新並びに再設定作業等の必要が生じることに、予め留意すること。

６ 納入場所

ＵＲ梅田営業センター（大阪市北区梅田 2-2-22 ハービスエント オフィスタワー12

階）他（別紙１参照）。なお、営業拠点の開設・廃止等により変更になることがある。

７ 納入作業

(1) 甲の指定する設置場所において、乙の責任と負担により、本調達機器等の搬入、

設置及び調整を平成 28 年 12 月 25 日の納入期限までに完了し、平成 29 年１月１日

から運用可能な状態にすること。

なお、本調達機器等の搬入、設置及び調整等は各設置場所の営業時間中に行うも

のとする。各設置場所の営業日時に留意すること。

  また、設置及び調整にあっては、現状を優先するものとする。

(2) 乙は作業の実施に当たり、事前に作業日程、作業場所、作業内容及び作業実施者

等を含む作業日程表をあらかじめ甲に提出しなければならない。（納入における車両

制限がある設置箇所については、落札業者に別途連絡する。）

また、既存システムで使用している機器の移設等が必要となる場合は、乙の責任

と負担により実施するものとする。

なお、作業に当たっては甲の業務に支障が生じないように円滑に行うこと。

(3) 運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、甲が指定する担当職員と乙とで

調整し対応すること。

８ 納入検査

本調達機器等の納入後に甲の指定する職員による納入検査を行い、検査合格をもっ



て納入完了とする。なお、納入検査には、乙が立ち会うものとする。

納入検査の結果、本調達機器等の全部又は一部に不合格品を生じた場合には、乙は

直ちに当該機器を引き取り、その代替品を甲の指定する職員が定めた日時までに納入

するものとする。

９ 瑕疵担保責任

平成 29年１月１日から１年以内に本調達機器等に瑕疵のあることが発見されたとき

は、乙は甲の請求により、他の良品と引き換え、若しくは修理し、又はその瑕疵によ

って生じた損害を賠償するものとする。

10 連絡指示事項

本仕様書の各項目に不明な点がある場合は、乙は甲の指定する職員と打合せを行い、

その指示に従うこと。また、本調達機器等に関する工業所有権については、全て乙の

責任とする。

11 提出書類等

媒体及びマニュアル（別紙２参照）

設定拠点機器設置図面及びＬＡＮ配線図面

機器設定情報シート

納品目録（別紙３参照）

12 再委託の取扱い

(1) 乙は、この契約の履行について、その全部又は一部を一括して第三者に委託して

はならない。ただし、甲の所定の書面により事前に承諾を得た場合は、この限りで

ない。

(2) 再委託を認める業務等

一 本調達機器等の設置及び調整業務

二 本調達機器等の保守業務

三 その他専門的業務

13 その他

(1) 乙は、本調達機器等にリース機器であることを示すラベルを乙の負担により作成

し、貼り付けるものとする。ラベルの形式については別途指示する。

(2) 本仕様書に記載のない事項であって、本調達に際し必要と認められる事項が発生

した場合は、乙は甲の指定する職員と協議し、その指示に従うこと。

(3) 乙は、本仕様書に基づく全ての作業において、甲が提供した業務上の情報を第三



者に開示し、又は漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。

Ⅱ システム要求要件

１ パソコン

(1) ハードウェア条件

別紙４によること。ただし、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律」（平成 12 年法律第 100 号）第６条第１項の規定に基づく「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」の最新版の「判断の基準」を満たしていること。

(2) ソフトウェア条件

別紙４によること。

２ 信頼性条件

(1) ハードウェア及びソフトウェアは、製品の動作が十分に保証・確認されたもので

あること。

(2) 機器等は、機械的及び電気的に人体等に危険のない構造であること。

(3) 通常の使用環境において、放電又は雑音電圧の混入があっても、装置が容易に誤

作動しないこと。

Ⅲ システム導入運用計画

１ 工程表及び議事録

搬入、設置、調整及び動作確認等を行うに当たり、スケジュール表を作成し、甲の

指定する職員と打合せを行うとともに、議事録を作成し提出すること。

２ 搬入・設置作業

(1)  設置場所については、甲の指定する職員が指示する場所に設置すること。なお、運

用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、甲が指定する担当職員と乙とで調整し

対応すること。

（2） 作業が完了した箇所から順次運用を開始する。

（3） 甲の指定する方法で電源ケーブル及びＬＡＮケーブル又は無線ＬＡＮ用ルーター

等により接続し、インターネットの閲覧ができること。

(4)  インターネット、メール及びネットワークの設定に関する詳細情報は乙に別途通

知する。

３ インストール作業及び環境設定作業



(1) パソコン

イ インストールについては、作業効率等を考慮し、設置場所でしか行えない場

合を除き乙が事前に一括して行うこと。なお、設置場所での作業は各所営業時

間内に営業に支障を来たさぬよう注意して行うこと。

ロ 適切なプリンター及び無線ＬＡＮ用ルーターのドライバーをインストール

すること。

ハ 故障時の復旧を迅速に行うための復旧用メディアを全拠点分準備すること。

ニ 現在使用中のパソコンからのデータの移行作業（Windows Live メールから

Outlook へ及びクライアント証明書２種を含む）を行うこと。

ホ 甲が指定する URL よりセキュリティソフト「McAfee ePO Cloud」をインスト

ールすること。

(2) 既存プリンター（RICOH MPC5503、KONICA MINOLTA  bizhub223 他）

無線ＬＡＮで接続できるように各種プリンタードライバーの最新版をメーカー

公式サイトから入手の上、インストールして設定を行うこと。また今回導入する

すべてのパソコンから印刷ができることを確認すること。

(3) 既存無線ブロードバンドルーター（CG-WRG1200）

既存無線ＬＡＮルーターのラベルに記載の設定情報を基にインターネットに接

続できるように設定すること。

４ 動作確認作業

パソコン及びネットワークシステム（無線ＬＡＮ接続を含む）が使用できるよう環

境設定を行った後、指示するソフトをインストールし正常に動作することを確認する

こと。

インターネット（メール等を含む。）についても正常に動作することを確認すること。

併せて、プリンターから正常に出力できることを確認すること。

５ 保守業務

(1) 保守対象は、本契約で調達するパソコン、インストールされているアプリケーシ

ョンソフト及びクライアント証明書並びに既設無線ＬＡＮルーターとし、モデム（Ｏ

ＮＵ）及びプリンターとの障害の切り分け等に関する一時対応を行うものとする。

(2) 保守対応の時間は、原則として木曜日から火曜日までの間（年末年始を除く。）の

午前９時 15分から午後５時 30 分までとする。

なお、緊急及びその他必要が生じた場合には、甲乙調整の上、速やかに対応する

こと。

(3) 甲の故意又は重大な過失により発生した障害に関しては、保守対象外とする。

なお、保守対象外と判断する場合には、その理由及び原因について甲と事前に協



議し、報告を行うこと。

(4) 乙は、障害について保守の依頼があった際は、速やかに正常に稼動する状態まで

復旧を行うこと。

(5) ハードディスク障害時の復旧作業において、ハードディスクの交換及び再インス

トールによりソフトウェアを復旧させる場合は、ハードディスクの記録内容を設置

当初の状態（個別設定を含む。）まで再設定を行うこと。

なお、機器交換等によりハードディスクそのものが交換の対象となる場合も、同様

の扱いとする。

(6) リース期間中、メーカーによるパソコン引き取り修理が可能であること。原則とし

て障害の連絡があった日又は翌営業日以内に初期対応を行うこと。また、部品調達

の都合などで保守が遅れる場合は、必ず甲にその旨を連絡すること。

(7)  パソコンにインストールされているウィルス対策ソフトのパターンファイルのバ

ージョン及び稼働状況について、リース期間中において、甲からの依頼に応じてレ

ポート形式で報告を行うこと。また、甲からウィルス対策ソフトの設定変更の依頼

があった場合は、乙にて変更作業を実施し、作業結果を甲に報告すること。

（8） 契約期間中に windows７の公式サポートが終了するため、甲が指定する時期に別

途、甲の費用負担により次期ＯＳへのバージョンアップを実施すること。併せて、

復旧用媒体及び復旧用マニュアルの大幅な更新並びに再設定作業等の必要が生じる

ので、予め留意すること。

６ 情報の保管及び管理

乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契

約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。これらは契約終了後も

同様とする。（別途特約書を締結する。）

７ 導入条件

  乙は、導入に際し、以下の条件を遵守する。

(1) 調達するソフトウェアは日本語版とし、動作確認済みであること。ただし、納入

時点までの間に新しいバージョンが発売された場合は、別途甲と協議すること。

(2) 本調達機器等の全納入物品リストを提出すること。

(3)  本調達機器等については、仕様を満たした上で正常動作の確認を行い納入するこ

と。また、増設機器（メモリ、ハードディスク等）は、全て本調達機器等に取り付

けた後、正常動作確認を行うこと。

(4) 本調達機器等については、現地調整を行い正常に動作することを確認すること。

(5) 操作説明書等は日本語で記載されたものを納入すること。

(6) 本調達機器等引渡し後の技術的な相談窓口を明確にすること。



別紙１

設置場所及び設置数

拠点名称 所在地 営業日 台数

リバーサイドもりぐち
守口市外島町 2 番

リバーサイドもりぐち団地 7-104 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

さざなみプラザ総合案内所
大阪市北区長柄東 2 丁目 3 番

さざなみプラザ第 7 団地 30 号棟１階

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

都島リバーシティ
大阪市都島区大東町３丁目 3

都島リバーシティ 7 号棟 1 階

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

ＵＲ香里サービスセンター  
枚方市香里ヶ丘三丁目１３番地

りそな銀行隣

水曜を除く毎日         

(9:30～17：00）
2

寝屋川
寝屋川市明徳 2-10

寝屋川団地 C16-405 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

男山団地募集案内所
八幡市男山八望 3-1

男山団地 B48 号棟 2 階

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

プロムナーデ関目
大阪市城東区古市 3-8

プロムナーデ関目団地 7-112 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

森之宮第２
大阪市城東区森之宮 2 丁目

森之宮第２団地 6-107 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

南港ポートタウン総合案内所               

大阪市住之江区南港中 2-2

南港わかぎの団地 43 号棟 1 階(管理

サービス事務所横)

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1



南港前                  
大阪市住之江区南港東一丁目６番

南港前 1 号棟 1 階（保安室横）

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

千島
大阪市大正区千島 2-4

千島団地 3 号棟 1 階（3-133 号室）

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

サンヴァリエ東長居
大阪市住吉区長居東 2-15

サンヴァリエ東長居団地 4-113 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

サンヴァリエ針中野
大阪市東住吉区湯里 3-2

サンヴァリエ針中野団地 2-104 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

小阪駅前
東大阪市小阪１丁目９

小阪駅前団地１－２０９号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

玉串西
東大阪市玉串町西 3 丁目 1 番

玉串西団地３－210 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

高槻・阿武山六番街
高槻市奈佐原 2-6

高槻・阿武山六番街団地 7 号棟 1 階

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

富田
高槻市牧田町７番

富田団地５５号棟１０３号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

総持寺
高槻市南総持寺 5 番 33 号棟 103 号

室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

玉川橋
高槻市玉川 2 丁目

玉川橋団地 28-207 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

アーベイン東三国
大阪市淀川区東三国 2 丁目 9 番

アーベイン東三国団地 16-101 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

新豊里
大阪市東淀川区豊里 4-1

新豊里団地 8-209 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1



シティコート下新庄
大阪市東淀川区下新庄 3-5

シティコート下新庄団地 4-310 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

千里竹見台
吹田市竹見台 1 丁目 1 番

千里竹見台団地 C27-101 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

千里津雲台
吹田市津雲台 2 丁目 2 番

千里津雲台団地Ｃ24-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

千里青山台
吹田市青山台 4 丁目１番

千里青山台団地Ｃ74-104 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

北緑丘
豊中市北緑丘 2 丁目 1 番

北緑丘団地 23-203 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

アルビス旭ヶ丘
豊中市旭丘３番

アルビス旭ヶ丘団地 3-1-107 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

東豊中第２
豊中市東豊中町 5 丁目 2 番

東豊中第 2 団地 134-202 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

シティコート曽根東町第二
豊中市曽根東町６丁目５番

シティコート曽根東町第二７-104 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

箕面粟生第３
箕面市粟生間谷西 2 丁目 6 番

箕面粟生第３団地 19-105 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

アルビス五月ヶ丘                           
池田市五月丘 2 丁目 4 番

アルビス五月ヶ丘団地 101-101 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

ベルマージュ堺弐番館
堺市堺区田出井町 1 番 2

ベルマージュ堺弐番館 1210 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1



白鷺
堺市東区白鷺町１丁２４番

白鷺団地 A16-205 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

津久野南
堺市西区草部 1800-6

津久野南団地 7-202 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

鈴の宮
堺市中区八田北町 10-31

鈴の宮団地 19-102 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

光明池総合案内所
堺市南区鴨谷台二丁２番１号

光明池サンピア２階

火曜・ビル指定定休日を

除く毎日         

(10:00～17：00）

3

泉北原山台一丁
堺市南区原山台一丁 5

泉北原山台一丁団地 5-2-305 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

金剛 富田林市寺池台 1-9
水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

南花台
河内長野市南花台 3-2

南花台団地 15-204 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

鶴山台                 和泉市鶴山台 2-1
水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

助松
泉大津市助松団地 2 番

助松団地 100-104 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

春木
岸和田市春木泉町１

春木団地９号棟１０２号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

泉南一丘                                        

泉南市信達大苗代 62

泉南一丘団地 46-101 号（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾ

ﾝﾀｰ内）

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1



泉南尾崎
阪南市尾崎町 7-2

泉南尾崎団地 17-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

名谷
神戸市須磨区中落合２－７ 須磨パ

ティオ健康館２階７０６区画

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

落合
神戸市須磨区北落合 1 丁目 1 番

落合団地 320-108 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

学園都市

神戸市西区学園西町 7-1

（アクティ学園西町団地７３５号棟１F）

学園都市現地案内所

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

新多聞                            
神戸市垂水区本多聞 4-1

新多聞団地 253-101 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

グリーンヒルズ六甲
神戸市灘区六甲台町 9 番                              

グリーンヒルズ六甲団地 1-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

花山東   
神戸市北区花山東町 3-28-102（施

設）ミニコープ花山横

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

ひよどり台
神戸市北区ひよどり台 3-1

ひよどり台団地 106-103 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

鈴蘭台  
神戸市北区南五葉１丁目 1 番

鈴蘭台第 4 団地 1-108 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2



明石舞子
明石市松が丘 2-5

明石舞子団地Ｂ1-106 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

大久保東第三

明石市大久保町高丘 5 丁目 3 番地の

1              

大久保東第三団地 45-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

UR 高見サービスセンター
大阪市此花区高見 1-6-23

ＵＲ高見サービスセンター

水曜を除く毎日         

(9:30～17：00）
2

酉島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾙなぎさ街

大阪市此花区酉島 4-1

酉島ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾋﾙなぎさ街団地

20-1006 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

伝法
大阪市此花区伝法六丁目 3 番 2

伝法団地 1-108 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

武庫川

西宮市高須町 2-1 武庫川団地 19 号

棟 2 階

武庫川団地現地案内所

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
2

アルビス伊丹千僧
伊丹市千僧五丁目 91 番地の１

アルビス伊丹千僧団地 6-205 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

パークタウン西武庫
尼崎市武庫元町三丁目 5 番

パークタウン西武庫団地 8-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
2

すずかけ台ハイツ
三田市すずかけ台 2 丁目 1 番

すずかけ台ハイツ 3-203 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

ＵＲ洛西サービスセンター

京都市西京区大原野東境谷町二丁

目 5 番 9 202 号

（洛西ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2 階）

水曜を除く毎日         

(9:30～17：00）
2

桃山南
京都市伏見区桃山南大島１番地の４

桃山南団地 33-102 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1



グリーンタウン槇島             
宇治市槇島町落合 43-10

グリーンタウン槇島団地 205-102 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

久御山
京都府久世郡久御山町林北畑 105

久御山団地 42-205 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

びわ湖美空第二                                     
大津市美空町 2

びわ湖美空第二団地 9-106 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

中登美第３
奈良市中登美ケ丘 1-4162-1

中登美第 3 団地 C4-206 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

富雄
奈良市鳥見町 4 丁目 4 番地３

富雄団地 24 号棟 104 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

奈良・学園前
奈良市学園朝日町１番

奈良・学園前団地Ｃ-107 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

真美ケ丘６丁目
香芝市真美ケ丘 6 丁目 9

真美ケ丘 6 丁目団地 13-101 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

西大和片岡台

奈良県北葛城郡上牧町片岡台 3 丁

目 1 番地

西大和片岡台団地 1-201 号室

土・日・祝日      

(10:00～17：00）
1

郡山駅前
大和郡山市高田町 9-1

郡山駅前団地 14-103 号室

水曜を除く毎日         

(10:00～17：00）
1

ＵＲ千里営業センター
豊中市新千里東町 1-4-2

千里ライフセンタービル 19F

水曜を除く毎日         

(9:30～18：00）
6

ＵＲなんば営業センター
大阪市中央区難波 4 丁目 1-15

近鉄難波ビル 7F

水曜を除く毎日         

(9:30～19：00）
6



ＵＲ梅田営業センター
大阪市北区梅田 2 丁目 2-22

ハービスエントオフィスタワー12F

毎日               

(9:30～19：00）
6

UR 森之宮営業センター
大阪市城東区森之宮 1 丁目 6-85

都市再生機構西日本支社内

毎日               

(9:30～17：40）
4

ＵＲ天王寺営業センタ－

大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目３－

２１

岸本ビル５階

水曜を除く毎日         

(9:30～19：00）
3

ＵＲ泉北営業センタ－
堺市南区茶山台 1 丁 2-3（南専門店

街ビル 1 階）

水曜を除く毎日         

(9:30～18：00）
5

ＵＲ賃貸プラザ天六
大阪市北区天神橋 6-4-20

（大阪市住まい情報センター内）

火曜・祝日の翌日を除く

毎日 (平日・土曜 9:30～

19：00）（日曜・祝日 10：

00～17：00）

2

ＵＲ枚方営業センター 枚方市岡東町 14-41
水曜を除く毎日         

(10:00～19：00）
4

ＵＲ高槻営業センター 高槻市高槻町９-２４スクエアビル１階
水曜を除く毎日         

(10:00～19：00）
4

UR 京都営業センター

京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町

566-1

井門明治安田生命ビル 1F

水曜を除く毎日         

(9:30～18：00）
5

ＵＲ奈良営業センター
奈良市右京 1 丁目 4 番地

サンタウンプラザひまわり館 2F

水曜を除く毎日         

(9:30～18：00）
5

ＵＲ神戸営業センター
神戸市中央区雲井通 5 丁目 3-1

サンパル 4F

水曜を除く毎日         

(9:30～18：00）
4

合計 143



別紙２

媒体及びマニュアルの配備方法及び数量

品       名 配備方法及び数量 備     考

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

パソコン

マニュアル 別紙１の納入場所に、各１式配備 ハードウェア附属品

媒体 別紙１の納入場所に、各１式配備 ハードウェア附属品

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

パソコン

マニュアル

営業企画チーム及び別紙１の納入

場所に、各１式配備（復旧用手順

書）

ソフトウェア附属品

媒体

営業企画チーム及び別紙１の納入

場所に、各１式配備（マスター復

旧用媒体及びウィルスソフトイン

ストール媒体）

ソフトウェア附属品



別紙３

納品目録

□製品名    ○○製 ○△－□○

□リース期間  平成 29 年１月１日から平成 32年 12 月 31 日まで

№ 拠点名称 所在地 製造番号 ラベル番号



別紙４

詳細仕様

１.  パソコン 【基準品：EPSON Endeavor NJ3900E】

区     分 仕             様

ディスプレイ本体
15.6 インチ以上ワイド TFT カラー液晶

1366×768 ドット（16:9）WXGA 以上

ＯＳ
Windows(R) 7 Professional (64bit 版) SP1 適用済み

(Windows10 Pro ダウングレード)

ＣＰＵ等

Intel CoreTM i5-5200U プロセッサー(2.2GHz) 相当以上

プロセッサーについては、第 6 世代以降とせず、第 5 世代以前と

し、平成 32年１月 14日まで windows7をサポートできること。

メモリ 4GB 以上

ハードディスク 500GB 以上かつ内蔵型であること

LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応

BD/DVD/CD ドライブ DVD-ROM ドライブ（外付け可）

通信機能 無線 LAN（IEEE802.11a/b/g/n）

USB USB 3.0×2以上、USB 2.0×1 以上

消費電力（最大時） 最大：約 70W 以下

電源 AC100V±10％、50/60Hz

キーボード及びマウス
キーボード：テンキー付キーボード

マウス：USBレーザーマウス（ワイヤレス接続は不可）

ソフトウェア

・Microsoft Office Standard 2016 （注１）

※公共機関向けライセンスプログラム「OPEN Licesence for 

Government」を利用して調達すること （注２）

※現在提供されているバージョン2016のダウングレード権を利用

し、バージョン 2013をインストールの上で納品すること

バッテリー リチウムイオンバッテリー

添付品 マニュアル、AC アダプタ

環境対応 国際エネルギースタープログラムに適合していること。

注１：Microsoft Ｗord、Excel、PowerPoint が使用できること。

注２：落札業者に別途指示を行う。



※PDF ファイルが閲覧できるよう初期設定（AcrobatReader 最新版）をしておくこと。

※マスター複製・復旧用ソフトウェアは、落札業者にて準備すること。

２. その他

  仕様についての追記事項は以下のとおりとする。

(1) 機種については同一メーカーの同一機種とし、機器を構成する装置類はすべて新品

であること。

  (2) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12

年法律第 100 号）第６条第１項に定める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」

の最新版の「判断の基準」を満たしていること。

(3) 上記仕様の条件に合うものであること。

(4) メモリは純正であること。


