
新潟市公告第２２７号

入  札  公  告

 下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定

に基づき公告します。

 平成２９年５月８日

                            新潟市長 篠 田  昭

１ 入札に付する事項

（１）品 名 中央区役所備品（２階ロビー用品一式）

（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり

（３）契約の条項を示す場所 新潟市財務部契約課

（４）入札日時・場所 平成２９年５月２５日 午後１時４５分

新潟市役所分館４階 入札室

（５）履行期限・履行場所 平成２９年８月１３日

仕様書のとおり

（６）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第２号により免除

（７）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当

するときは無効とし，入札者が談合その他不

正な行為をしたと認められる場合はその入札

の全部を無効とします。

（８）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条の規定に該当する場合

は，入札を中止することがあります。

（９）談合情報等により公正な入札が行わ

れないおそれがあるときの措置

談合情報等により，公正な入札が行われない

おそれがあると認められるときは，前項の規

定によるほか，抽選により入札者を決定する

などの場合があります。

（10）契約保証金 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定

によります。

（11）予定価格 公表しません。

（12）最低制限価格 設けません。

（13）契約締結について議会の議決を要す

るための仮契約

無



２ 入札参加資格の要件

 （１） 新潟市内に本社（店）あり，かつ，本市の入札参加資格者名簿（物品）に搭載

されている者

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

（３） 指名停止措置を受けていない者

（４） 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領での別表２の１０（暴力的不法

行為）の適用に該当しない者であること。

３ 入札の参加手続

（１） 一般競争入札参加申請書（別記様式第２号）２部を持参してください。

なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

 （２） 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係

        〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１

        新潟市役所分館４階

        電話  ０２５－２２６－２２１３

        ＦＡＸ ０２５－２２５－３５００  

 （３） 入札参加申請期限  平成２９年５月１９日

 （４） 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前９時～午後５時

        （土・日・祝日を除く）

４ 質疑書の提出について 

説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，下記により，必ず質疑書を提出

してください。提出は，入札参加資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対

して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出してください。       

① 様式   別紙様式に準じて作成してください。

 ② 提出期限 平成２９年５月１６日 午後５時まで

 ③ 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係

 ④ その他  電話での受付は一切しません。

      ＦＡＸ（０２５－２２５－３５００）のみの受付となります。

回答は，個別にＦＡＸするほか５月１９日に入札控室に掲示します。

連絡用に返信用ＦＡＸ番号を記入願います。

      質疑書には，正確な番号及び品名を記入願います。

５ 入札時の注意事項

① 入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。

② 代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。



③ 落札者の決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８

に相当する額を加算した金額をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者

は，消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約

希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，

入札金額の訂正は無効とします。

④ 入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。

⑤ 入札に参加される人は，入札参加申請者毎に原則１名とします。

⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度入札を一回行いま

す。

６ 落札者の決定

落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。

ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決

定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。



別記様式第２号

一般競争入札参加申請書

  年  月  日 

（宛先）新潟市長

申請者

郵便番号

所在地

                 商号又は名称

                 代表者氏名                 印

                 担当者

（電話番号                ）

（ＦＡＸ番号               ）

   下記入札の参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，新潟市物品に関

する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の規定により申請し

ます。

記

公告年月日 平成２９年５月８日

公 告 番 号 新潟市公告第２２７号

品   名 中央区役所備品（２階ロビー用品一式）



別紙様式

質    疑    書

年   月   日

住 所

商号又は名称

代表者氏名                 印

（担当者                 ）

（ＦＡＸ番号               ）

１ 公告番号  新潟市公告第２２７号

２ 品  名  中央区役所備品（２階ロビー用品一式）

質  疑  事  項



仕様書

１ 品名    中央区役所備品（２階ロビー用品一式）    

２ 用途    中央区役所で使用

３ 規格・数量  別紙および平面図のとおり

４ 銘柄    別紙を参照のこと

        別紙の参考品番以外の規格に適合した商品で応札しようとする場合は、

入札（又は見積書提出期限）の２日前までに、中央区総務課に申請し

承認を得てください。

５ 納期    平成２９年８月１日から１３日の間で発注者が指定する日  

６ 納入場所  ＮＥＸＴ２１ 中央区役所２階部分 

        （新潟市中央区西堀通 6 番町 866） 

７ 納入方法 ・上記の納入場所に一括納入 

       ・納品時に発注者側が用意する備品シールをその指示に従い貼付する。 

・納入時は庁舎工事中のため必要に応じて施工業者と打合せのうえ納品 

すること。 

８ その他   ・契約終了後，この契約に関しての業務評価をいたします。 

        ・入札後に内訳書を提出してください。 

         ・納品終了後，納品書および内訳書を提出してください。 

         ・運搬費、搬入費、取付費、養生費は入札金額に含めてください。 

・搬入にあたっては、搬入路の床、扉その他関係する箇所には適宜養  

生を行い、搬入に際し建物及び既存物品を破損及び汚損した場合に

は現状復帰するものとし、その費用はすべて納入業者の負担とする。 

・搬入にあたっては、以下のエレベータを使用することができる。 

 ①エレベーター小 

  出入口：間口１．１ｍ 高さ２．１ｍ 

  か ご：間口１．５ｍ 奥行２．２ｍ 天井高さ２．３ｍ 



 ②エレベーター大 

  出入口：間口１．８ｍ 高さ２．１ｍ 

  か ご：間口２．２ｍ 奥行２．４ｍ 天井高さ２．３ｍ  

９ 問い合わせ 質問は，下記問い合わせ先にファックス又はメールでお願いします。 

        電話での質問はお断りします。 

        新潟市役所中央区総務課総務係 担当 丸山 

         ＦＡＸ：０２５－２２４－１５２０ 

         メール：somu.c@city.niigata.lg.jp 



１　品　名　 中央区役所備品（２階ロビー用品一式）

２　規格・数量

品名 規格 数量

1 カウンター用窓口用椅子 ・W600mmxD540mmxH815mm・SH440mm
・材質：背・座／ポリプロピレン　脚
部／スチール丸パイプメラミン焼付塗
装
・脚部形状：４つ脚タイプ
・肘形状：半肘タイプ
・貼り地：ビニールレザー貼り（耐ア
ルコールレザー性能付）
・貼り地色：座･･･黒色、
背･･･３色以上の中から選定可能である
こと
・スタック可能台数：床４脚以上
・背カバーが交換可能な仕様であるこ
と

62脚

2 記載台ハイタイプストッ
ク棚付き、荷物置き棚付
き

・W1600mmxD500mmxH1005mm・天板
H960mm
・ストック棚内寸法：W1500×D300mm×
H70mm程度
・本体色：ライトナチュラル
・付属品：ストック棚１枚、荷物置き
棚１枚、用紙ケース１個（縦仕切り７
個、用紙受け12個）、ペンホルダー３
個、デスクマット
・材質／本体表面材：強化紙　天板
エッジ：樹脂　ファンクションレー
ル：アルミ押出材、アクリル　用紙
ケース・仕切り：スチール粉体塗装
杖を立てかけても倒れにくい木口であ
ること

4台

3 記載台ハイタイプストッ
ク棚付き、荷物置き棚付
き

・W900mmxD500mmxH1005mm・天板H960mm
・ストック棚内寸法：W840×D300mm×
H70mm程度
・本体色：ライトナチュラル
・付属品：ストック棚１枚、荷物置き
棚１枚、用紙ケース１個（縦仕切り4
個、用紙受け6個）、ペンホルダー2
個、デスクマット
・材質／本体表面材：強化紙　天板
エッジ：樹脂　ファンクションレー
ル：アルミ押出材、アクリル　用紙
ケース・仕切り：スチール粉体塗装
杖を立てかけても倒れにくい木口であ
ること

4台

別紙（規格）

(参考品番）

銘柄指定
コクヨ：CK-582VRB6NN＋CKC-
580*

銘柄指定
コクヨ：TV-100P1M＋TVA-
PH100S81

銘柄指定
コクヨ：TV-101P1M＋TVA-
PH100S81



4 記載台ロータイプキック
ガード付

・W900mmxD500mmxH762mm・天板H720mm
・本体色：ライトナチュラル
・付属品：キックガード、用紙ケース
１個（縦仕切り4個、用紙受け6個）、
ペンホルダー2個、デスクマット
・材質／本体表面材：強化紙　天板
エッジ：ABS　ファンクションレール：
アルミ押出材、アクリル　用紙ケー
ス・仕切り：スチール粉体塗装
杖を立てかけても倒れにくい木口であ
ること

2台

5 掲示板両面 ・W1595mmxD58mmxH488mm
・表示面寸法W1530mmXH325mm以上
・№2記載台ハイタイプのオプション部
材であること
・本体色：フラットシルバー色
・材質／本体：スチール粉体塗装　板
面：発砲PVCシート　カバー：アクリル

2枚

6 掲示板両面 ・W895mmxD62mmxH488mm
・表示面寸法W830mmXH325mm以上
・№3記載台ハイタイプのオプション部
材であること
・本体色：フラットシルバー色
・材質／本体：スチール粉体塗装　板
面：発砲PVCシート　カバー：アクリル

2枚

7 待合椅子（右アール） ・W1585mmxD590mmxH740mm・SH430mm
・３人掛けタイプ
・貼り地：ビニールレザー（耐アル
コール性、耐次亜塩素酸性）
・貼り地色：背・肘：J190、座：J160
・脚部：クロムメッキ仕上であること
・ミニパネル肘付であり、右側に横向
きで人が座れる仕様であること
・ユニバーサルデザインに配慮した製
品であること

9台

8 待合椅子（左アール） ・W1585mmxD590mmxH740mm・SH430mm
・３人掛けタイプ
・貼り地：ビニールレザー（耐アル
コール性、耐次亜塩素酸性）
・貼り地色：背・肘：J190、座：J160
・脚部：クロムメッキ仕上であること
・ミニパネル肘付であり、左側に横向
きで人が座れる仕様であること
・ユニバーサルデザインに配慮した製
品であること

8台

9 待合椅子（アール無し） ・W1715mmxD590mmxH740mm・SH430mm
・３人掛けタイプ
・貼り地：ビニールレザー（耐アル
コール性、耐次亜塩素酸性）
・貼り地色：背・肘：J190、座：J160
・脚部：クロムメッキ仕上であること
・ミニパネル肘付
・ユニバーサルデザインに配慮した製
品であること

13台

銘柄指定
コクヨ：TV106P1MN+TVA-
PH100S81

銘柄指定
コクヨ：TVV-100WS81

銘柄指定
コクヨ：TVV-101WS81

銘柄指定
コクヨ：CN-1103ARN

銘柄指定
コクヨ：CN-1103ALN

銘柄指定
コクヨ：CN-1103AN



10 待合椅子（アール無し） ・W1170mmxD590mmxH740mm・SH430mm
・２人掛けタイプ
・貼り地：ビニールレザー（耐アル
コール性、耐次亜塩素酸性）
・貼り地色：背・肘：J190、座：J160
・脚部：クロムメッキ仕上であること
・ミニパネル肘付
・ユニバーサルデザインに配慮した製
品であること

1台

11 待合椅子（両アール） ・W2000mmxD590mmxH740mm・SH430mm
・４人掛けタイプ
・貼り地：ビニールレザー（耐アル
コール性、耐次亜塩素酸性）
・貼り地色：背・肘：J190、座：J160
・脚部：クロムメッキ仕上であること
・ミニパネル肘付であり、両側に横向
きで人が座れる仕様であること
・ユニバーサルデザインに配慮した製
品であること

1台

12 パンフレットスタンド ・W750～770mmxD350～400mmxH1500～
1530mm
・材質／フレーム：スチール粉体塗装
もしくは焼付塗装、トレー：樹脂
・脚部はアジャスター付であること
・トレー収納寸法W218mmxD21mmxH300mm
程度
・Ａ４判用・３列１０段仕様であるこ
と
・トレーは取り外し可能な形状である
こと

4台

13 天板昇降ワゴン ・W410mmxD580mmxH648～650mm
・本体色：白
・材質／天板：メラミン化粧板、エッ
ジ：樹脂、芯材：パーティクルボー
ド、本体：スチール焼付塗装
・引出しはA4サイズ２段タイプである
こと
・引出しのストロークは500mm以上であ
ること
・引出しはラッチ機能付であること
・シリンダー錠オールロック機構であ
ること
・キャスター付であり、足元ロック機
能付であること
・各引出しに、仕切り板1枚付であるこ
と
・天板高さ調節機能付であり、140mm以
上昇降可能であること
・天板耐荷重は約30kgf以上であること

11台

銘柄指定
コクヨ：CN-1103AN*

銘柄指定
コクヨ：CN-1104ALRN

コクヨ：ZR-PS303
オカムラ：L959XC-Z637

コクヨ：SD-GTS46A2SAWPAWN4
オカムラ：DNC8XB-MG18




