
    

連続用紙裁断機の借入

           調 達 仕 様 書

  

                

                                                                         

  独立行政法人都市再生機構



目 次

Ⅰ 調達概要

１ 件名･････････････････････････････････････････････････････････････････････1

２ 調達目的･････････････････････････････････････････････････････････････････1

３ 調達範囲･････････････････････････････････････････････････････････････････1
４ 借入物品の内訳及び数量･･･････････････････････････････････････････････････1
５ 借入期間･････････････････････････････････････････････････････････････････1
６ 納入場所･････････････････････････････････････････････････････････････････1
７ 納入作業･････････････････････････････････････････････････････････････････1
８ 納入検査･････････････････････････････････････････････････････････････････2
９ 瑕疵担保責任･････････････････････････････････････････････････････････････2
１０ メモリ消去および撤去作業･･･････････････････････････････････････････････2
１１ 知的財産権について･････････････････････････････････････････････････････2
１２ 連絡指示事項･･･････････････････････････････････････････････････････････3
１３ 提出書類等･････････････････････････････････････････････････････････････3
１４ 導入条件･･･････････････････････････････････････････････････････････････3
１５ その他･････････････････････････････････････････････････････････････････4

Ⅱ 調達機器

１ 機器構成･････････････････････････････････････････････････････････････････5
２ 信頼性条件･･･････････････････････････････････････････････････････････････6
３ 移行要件･････････････････････････････････････････････････････････････････6
４ その他･･･････････････････････････････････････････････････････････････････6

Ⅲ 運用・保守業務

１ 運用業務･････････････････････････････････････････････････････････････････6
２ 保守業務･････････････････････････････････････････････････････････････････6

  



1

I. 調達概要

1. 件名

連続用紙裁断機の借入

2. 調達目的

  独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）における連続帳票を裁断・仕

分け処理する機器を現在、賃借しているところであるが、平成 31 年２月 28 日をもって

契約期間が満了する予定であるため、本調達により更改を実施する

3. 調達範囲

本調達の範囲は、以下の項目とする。本仕様書では、連続帳票の裁断・仕分け処理に

必要となるハードウェアの機能、機器構成、保守等について最低限必要なシステム要件

を示しており、本仕様書に明示されていない事項についても、本調達に当然備えるべき

事項については、完備しているものとする。

(1) 連続帳票の裁断・仕分け処理に必要なハードウェアの賃貸借

(2) 調達する機器の搬入、設置、調整等

  詳細については、「Ⅱ 調達機器」を参照のこと。  

(3) 導入したハードウェアの保守

(4) ハードウェア付属の媒体及びマニュアル提供等

(5) 機器の運用に必要な教育、メモリ機能登録、操作マニュアルの提供等

(6) 導入機器への管理ラベルの貼付

(7) 賃貸借期間終了後の本調達機器等のメモリ消去及び撤去

4. 借入物品の内訳及び数量

「Ⅱ 調達機器」を参照のこと。

5. 借入期間

本調達の借入期間は、平成 31年３月１日から平成 34 年 12 月 31日までとする。

6. 納入場所

独立行政法人都市再生機構 情報システムセンター（東京都江東区）

7. 納入作業

(1) 落札者の責任と負担により、機構の指定する設置場所に本調達機器等の搬入、据付

及び調整等を平成 31 年２月 28 日までに完了し、平成 31 年３月１日から運用可能な

状態にすること。
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(2) 受注者は作業の実施にあたり、事前に作業日程、作業場所、作業内容、作業実施者

等を含む作業日程表をあらかじめ機構に提出すること。

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、受注者の責

任と負担により実施すること。

なお、作業にあたっては機構の業務に支障が生じないよう円滑に行うこと。

(3) 運用開始以前に設置場所の変更が生じた場合は、機構が指定する担当職員と受注者

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機構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、受注者が立ち会うこと。

納入検査の結果、本調達機器等の全部または一部に不合格品を生じた場合には、受注

者は直ちに当該機器を引き取り、その代替品を機構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

導人後（平成 31 年３月１日）から１年以内に本調達機器等に瑕疵が見受けられた場合、受注

者は機構の請求により、受注者の責任、負担において他の同等品と引き換え、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こと。

10. メモリ消去及び撤去作業

受注者は、借入期間終了後、本調達機器等を撤去する。その後、保存されている全てのメモ

リを復元不可能となるような方法で消去し、型番及び製造番号が記載された作業報告書兼メモ

リ消去証明書を発行すること。また、撤去関連作業の詳細については、機構が指定する職員と

打ち合わせを実施するとともに、以下の業務を実施すること。

なお、本調達機器等の回収作業開始時から、メモリ消去を依頼した本調達機器等より情報漏

洩があったと証明された場合、損害賠償請求をすることもありうる。

11. 知的財産権について

(1) 本調達において作成されるマニュアル、工程管理に関する納品物等に係る著作権（著作

権法第 21 条から第 28 条で定められた権利を含む。）及び納品物の所有権については、機構

に帰属する。

(2) 受注者が従前から所有していた著作権及び第三者が権利を有する著作権については

受注者又は当該第三者に帰属するものとするが、受注者は、機構及びその指定する者が必要

な範囲で当該著作権を利用することを許諾すること（利用するに当たって必要な費用は本調達

に含むこと。）。



3

(3) 受注者は、機構に帰属した納品物について、著作権法第 18条（公表権）、第19 条（氏名

表示権）及び第 20 条（同一性保持権）を行使しないこと。

(4) 本仕様に関する産業財産権（工業所有権）の取扱いにおいて生ずる一切の問題につい

ては、全て受注者の責任とする。

12. 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、機構の指定する職員と打合せを行い、その指示

に従うこと。

13. 提出書類等

(1) 共通事項

① 受注者は、本調達機器を納入する際に指定のドキュメントを紙、DVD-ROM 等の媒体

により日本語で提供すること。また、提出予定のドキュメントを一覧にまとめ提出すること。

② 紙のサイズについては、A4 サイズとし必要に応じて A3 サイズを使用すること。また、容

易に差し替えができるようバインダー方式とする。

③ DVD-ROM 等の媒体に保存する形式は、Microsoft Office 形式又は PDF 形式とする。

ただし、機構が別形式による提出を求めた場合はこの限りではない。

(2) 提出内容の修正

提出したドキュメント等の修正が発生する場合においては、紙については更新履歴及

び修正を行ったページ、DVD-ROM 等については修正後再編した媒体を速やかに提出

すること。

(3) 工程管理に関する納品物(各 2 部)

① 工程表

② 議事録

③ 作業結果報告書

④ 保守体制表

(4) マニュアルに関する納品物(各 2部)

① 納入するハードウェアに係るマニュアル

② 運用マニュアル

(5) その他の納品物(必要部数)

14. 導入条件

(1) 事前調査・調整

   本調達における導入作業を行うにあたり、事前に以下の項目を実施すること。

（イ） 必要となる十分な事前調査を行い、既存システムの運用要員との調整を実施す

ること。
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(2) 搬入・据付作業条件

（イ） 機器搬入の際は、搬入経路の養生を行うこと。

（ロ） 設置場所については、機構の指定する職員が指示する場所に設置し、梱包材等

は受注者の負担で撤去すること。なお、搬入開始以前に設置場所の変更が生じた

場合は、機構が指定する職員と受注者で調整し対応すること。

（ハ） 搬入・据付作業時間帯は原則月曜日～金曜日の 9:30～17:30（祝日、年末年始

を除く。）とし、それ以外の時間帯に作業を行う際は、機構と協議し承認を得る

こと。

(3) 導入条件

（イ） 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。

（ロ） 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。

（ハ） 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。

15. その他

(1) 本調達機器等には、賃貸借機器であることを示す管理ラベルを受注者の負担により

作成し、貼付すること。ラベルの形式については別途指示する。

(2) 本仕様に基づくすべての作業において、機構が提供した業務上の情報は細心の注意

を持って管理し、第三者に開示または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置

を講じること。

(3) 本調達において、第三者が権利を有する著作物、もしくは知的財産権等を有する物

品等を使用する場合、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用の負担及

び使用許諾契約等に係る一切の手続きを行うこと。
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II. 調達機器

1. 機器構成

下記製品と同等品以上のものとする。

（1） 機器の有すべき性能等

品名 Acero208 Type-D 中間スリッターオプション付き

台数 1台

サイズ 幅 896mm 長さ 1,880mm 高さ 1,115mm

重量 550kg

電源 100V 50/60Hz 20A

帳
票
仕
様

サイズ ウィズ 4.75 インチ～18 インチ

デプス 2.5 インチ～17 インチ

紙質パーツ数 N40～上質 135kg 最大 8P(N40 の場合)

処理速度 30～208m/分

マージンスリット幅 0～0.13 インチ

トリム処理方式 トリムワインダー方式(巻き取り方式)

用紙送り装置 トラクターピン送り

スタッカー ダウンスタッカー

メモリー登録数 170 種類

メモリー登録内容 用紙名称、ウィズ、デプス、左右スリット幅、

適正処理速度、排出ガイド他

(2) その他

(1)に付随するもの。



6

2. 信頼性条件

(1) ハードウェアは、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、放電や雑音電圧の混入が生じても、装置が容易に誤作

動しないこと。

3. 移行要件

現行機器で利用している設定が本機器で継承され、正常に動作すること。また、そ

のための方策を受注者の責任と負担で考察し、機構が指定する職員及び既存運用者と

十分な協議、調整を行った後、作業を実施すること。

4. その他

(1) 多機能を優先した複雑な操作を必要とせず、簡易な機器操作により連続帳票を

裁断・仕分け処理ができること。

III. 運用・保守業務

1. 運用業務

受注者は、本機器を運用するために必要な事項をシステム運用・保守事業者と充分

に協議し、システム運用・保守事業者への教育実施（賃貸借期間開始日から支障なく

調達機器を使用できるようにすること）、必要な対応措置（問題発生時の対応や問い

合わせ対応等）、運用マニュアルの整備等を受注者の責任と負担により行うこと。

2. 保守業務

賃貸借契約期間中、以下の保守サービスについて責任をもって提供すること。

(1) 本調達に係る保守体制を明確にすること。

(2) 年 4 回実施(3 ヶ月に 1 回)の定期点検を実施すること。

(3) 現地保守対応時間は土・日・祝祭日及び年末年始を除く９時 15 分から 17 時 30

分までとし、機構の要請から１時間以内に対応を開始すること。作業時には、現地

担当者と保守対応日時等を調整し、機構が指定する担当職員に作業時間、内容等を

連絡した後に、現地保守作業を行うこと。保守作業終了後は、機構の担当職員に作

業結果を報告すること。

(4) 本調達機器における機能保証及び各種装置の円滑な稼働に障害が生じた場合の

調整等を行うこと。

(5) 故障等の障害に対する修理、調整、整備、部品交換等を行うこと。

(6) 納入検査後、本調達機器等が正常な使用状態で不具合が発見された場合は、速や
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かに当該機器等の設置場所において修理を行うこと。なお、修理が速やかに完了し

ないと見込まれる場合、受注者は代替物の無償貸与等の措置を講じること。

(7) 受注者は賃貸借期間中、保守部品の供給を行うこと。

(8) その他詳細については、機構の指定する職員と協議・調整すること。

以 上


