
新潟市公告第４９６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。

 令和元年９月２０日

                            新潟市長 中原 八一

１ 入札に付する事項

（１）品 名 （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎 

ミーティングテーブル類 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 令和元年１０月１０日午後２時４５分

新潟市役所本館２階 契約課入札室

（５）履行期限・履行場所 令和２年３月３１日 

（仮称）新潟市役所ふるまち庁舎

（新潟市中央区古町通７番町１０１０ 古

町ルフル３階～６階）

（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

場合には，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）があり，かつ，本市の競争入札参加資格者名簿（物品）に

登載されている者

（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９(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部を提出してください。

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 本館２階

        電話  ０２５－２２６－２２１３

        ＦＡＸ ０２５－２２５－３５００  

 （３） 入札参加申請期限  令和元年１０月３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 令和元年９月３０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１０月３日までに入札控室で掲示します。

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１０

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１１０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，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，直ちに再入札を行います。

６ 落札予定者の決定

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 令和元年９月２０日

公告番号 新潟市公告第４９６号

品   名 （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎 ミーティングテーブル類 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４９６号

２ 品  名  （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎 ミーティングテーブル類 一式

質  疑  事  項



仕様書

１ 件名    （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎 ミーティングテーブル類一式

２ 用途    （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎で使用

３ 規格・数量  別紙参照

４ 参考銘柄   別紙参照

 別紙の参考銘柄以外で納入を希望する場合は製品のメーカー・品番お

よびカタログを明示のうえ入札の２日前までに申請し承認を得てくだ

さい。

５ 納期     令和２年３月１日から同年３月３１日の間で発注者が指定する日  

６ 納入場所   （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎 

         （新潟市中央区古町通７番町1010 古町ルフル ３階～６階） 

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ＰＤＦデータにて提供する備品シールを印刷のう

え指示書に従い貼付すること。 

・納入時、必要に応じて、古町通7番町地区市街地再開発組合のほか、

古町ルフル関係者および新潟市と打合せのうえ、作業届を提出して納

品すること。 

・搬入後に取付・組立および転倒防止施工が必要なものは、それらの作

業を含むものとし、費用は入札金額に含めること。 

・古町ルフル内の搬入経路は別図を参照のこと。 

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。 

・納品終了後、納品書を提出してください。 

・納入品は未使用品であること。 

・運搬費、搬入費、取付費、養生費は入札金額に含めること。 

・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します。 

・色味および寸法が調整必要な場合は落札後に打合せのうえ決定します。 

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。 

         新潟市総務部総務課 担当 傳
つた

井
い

ＦＡＸ：０２５－２２８－５５００ 

メール：c.saihen@city.niigata.lg.jp 



1件名 （仮称）新潟市役所ふるまち庁舎　ミーティングテーブル類　一式

2規格・数量

№ 品名 規格 数量 参考銘柄

1 丸テーブル

１．寸法
　　φ900㎜×Ｈ700㎜～720㎜
２．材質
     (1) 天板表面材：メラミン化粧板
     (2) 天板エッジ：樹脂
     (3) 脚部：スチール製塗装仕上げまたはアルミ成型品
３．脚部
    単柱脚、アジャスター付き
４．天板面
　  (1) 形状：円形
　  (2) 厚み：18㎜以上
５．色
　　以下から選択可能あること。
　  (1) 天板：2色(白、明るい木調を含む)以上
    (2) 脚　：白またはシルバー

25

・コクヨ
　ＭＴ－ＪＴＪＥ９
・イトーキ
　ＤＤＥ－０９Ｃ７Ｊ
・オカムラ
　８７ＡＢＢＪ

2
正方形テーブル
（W900タイプ）

１．寸法
　　Ｗ900㎜×Ｄ900㎜×Ｈ720㎜
２．材質
     (1) 天板表面材：メラミン化粧板
     (2) 天板エッジ：樹脂
     (3) 脚部：スチール製塗装仕上げ
３．脚部
　　アジャスター付き
４．天板面
　　(1) 形状：正方形
　　(2) 厚み：18㎜以上
５．色
　　以下から選択可能であること。
　　(1) 天板：2色(白、明るい木調を含む)以上
　　(2) 脚　 ：白またはシルバー

7

・コクヨ
　ＭＴ－ＪＴＫ９９
・イトーキ
　ＡＦ－０９０９ＨＮＡ
・オカムラ
　３Ｙ２０５C

3
正方形テーブル
（W1200タイプ）

１．寸法
　　Ｗ1200㎜×Ｄ1200㎜×Ｈ720㎜
２．材質
　  (1) 天板表面材：メラミン化粧板
　  (2) 天板エッジ：樹脂
　  (3) 脚部：スチール製塗装仕上げ
３．脚部
　　４本脚、ロック機能を有したキャスター付き
４．天板面
　  (1) 形状：正方形
　  (2) 以下の配線取り出し口を有すること。
・幅、奥行とも210㎜以上

　   　 ・蓋を閉じてもアクセス可能な配線カバー付き
５．色
    以下から選択可能であること。
　  (1) 天板：2色(白、明るい木調を含む)以上
　  (2) 脚　 ：白またはシルバー

78

・コクヨ
　ＳＤ－ＷＦＣ１２１２
・イトーキ
　ＡＦ－１２１２ＨＷＣ１
・オカムラ
　３Ｙ２Ｅ１Ｊ＋３Ｙ９０ＡＡ

4 ハイタイプテーブル

１．寸法
    Ｗ1800㎜×Ｄ900㎜×Ｈ1000㎜
２．材質
　  (1) 天板表面材：メラミン化粧板
　  (2) 天板エッジ：樹脂
　  (3) 脚部：スチール製塗装仕上げ、アルミ成型品または木製
３．脚部
    アジャスター付き
４．天板面
　　(1) 形状：長方形
　　(2) 厚み：18㎜以上
５．色
    以下から選択可能であること。
     (1) 天板：2色(白、明るい木調を含む) 以上
     (2) 脚　 ：白、シルバーまたは明るい木調

9

・コクヨ
　ＭＴ－Ｖ１８９Ｈ
・イトーキ
　ＤＤＷ－１８９ＨＨＮＭ＊
・オカムラ
　８７ＡＧＦＭ

別紙（規格等）

1



№ 品名 規格 数量 参考銘柄

5-1
カウンターテーブル
中間用

１．寸法
　　Ｗ2400㎜×Ｄ560㎜～700㎜×Ｈ710㎜～720㎜
２．材質
　　(1) 天板表面材：メラミン化粧板
　　(2) 天板エッジ：樹脂
　　(3) 脚部：スチール製塗装仕上げ
３．脚部
　　サークル脚、アジャスター付き
４．天板面
　　(1) 形状：長方形
　　(2) 厚み：18㎜以上
　　(3) 机上配線機能付き
　　　　 天板長さと同寸法の配線トレーを１箇所もしくは配線
　　　　 取り出し口を等間隔で2箇所以上有すること。
５．色
　　以下から選択可能であること。
　　(1) 天板：2色(濃い木調、明るい木調を含む) 以上
　　(2) 脚　 ：黒またはシルバー

9

・コクヨ
　ＬＴ－ＲＧＪ２４５ＭＥ６Ａ
・オカムラ
　ＭＢ２ＰＬＬ－Ｍ
・オリバー
　Ｓ・ＬＳ－Ｂ３２３・Ｍ・ＢＫ
　＋Ｓ・ＴＴ－Ｂ３２３・ＳＱ・Ｍ・ＴＮＡ

5-2
カウンターテーブル
スタート用
（Ｗ1190～1200）

１．寸法
　　Ｗ1190㎜～1200㎜×Ｄ560㎜～700㎜×Ｈ710㎜～720㎜
２．材質
　  上記№5-1と同じ
３．脚部
　　上記№5-1と同じ
４．天板面
　　(1) 上記№5-1と同じ
　　(2) 上記№5-1と同じ
　　(3) 机上配線機能付き
　　　　天板長さと同寸法の配線トレーを１箇所もしくは配線
　　　　取り出し口を１箇所以上有すること。
５．色
    上記№5-1と同じ

1

・コクヨ
　ＬＴ－ＲＧＳ１２５ＭＥ６Ａ
・オカムラ
　ＭＢ２ＰＧＬ－Ｍ
・オリバー
　Ｓ・ＬＳ－Ｂ３２３・Ｌ・ＢＫ
　＋Ｓ・ＴＴ－Ｂ３２３・ＳＱ・Ｌ・ＴＮＡトク

5-3
カウンターテーブル
スタート用
（Ｗ1690～1700）

１．寸法
　　Ｗ1690㎜～1700㎜×Ｄ560㎜～700㎜×Ｈ710㎜～720㎜
２．寸法以外
　　上記№5-2と同じ。

3

・コクヨ
　ＬＴ－ＲＧＳ１７５ＭＥ６Ａ
・オカムラ
　ＭＢ２ＰＪＬ－ＭＳＰ
・オリバー
　Ｓ・ＬＳ－Ｂ３２３・Ｍ・ＢＫ
　＋Ｓ・ＴＴ－Ｂ３２３・ＳＱ・Ｍ・ＴＮＡトク

5-4
カウンターテーブル
エンド用
（Ｗ1190～1200）

１．寸法
　　Ｗ1190㎜～1200㎜×Ｄ560㎜～700㎜×Ｈ710㎜～720㎜
２．寸法以外
　　上記№5-2と同じ。

1

・コクヨ
　ＬＴ－ＲＧＥ１２５ＭＥ６Ａ
・オカムラ
　上記№5-2と同じ
・オリバー
　上記№5-2と同じ

5-5
カウンターテーブル
エンド用
（Ｗ1690～1700）

１．寸法
　　Ｗ1690㎜～1700㎜×Ｄ560㎜～700㎜×Ｈ710㎜～720㎜
２．寸法以外
　　上記№5-2と同じ。

3

・コクヨ
　ＬＴ－ＲＧＥ１７５ＭＥ６Ａ
・オカムラ
　上記№5-3と同じ
・オリバー
　上記№5-3と同じ

2



№ 品名 規格 数量 参考銘柄

6-1
片ラウンドテーブル
（ミーティングブース）

１．寸法
　　Ｗ1800㎜×Ｄ900㎜×Ｈ700㎜～720㎜
２．材質
　　(1) 天板表面材：メラミン化粧板
　　(2) エッジ：樹脂
　　(3) 脚部：スチール製塗装仕上げまたはアルミ成型品
３．脚部
    Ｔ字脚、アジャスター付き
４．天板面
　　(1) 形状：片ラウンド型
　　(2) 厚み：18㎜以上
５．色
    以下から選択可能であること。
　　(1) 天板：2色(白、明るい木調を含む)以上
　　(2) 脚　 ：白またはシルバー

14

・コクヨ
　ＭＴ-ＪＴＴＵ１８９
・ライオン
　ＭＣ-１８９０Ｂ
・オカムラ
　８７ＡＦＥＭ

6-2
ブースソファ
（ミーティングブース）

１．寸法
　　Ｗ1800㎜×Ｄ550㎜～570㎜×Ｈ1000㎜
２．材質
　　(1) 張地：耐アルコール耐次亜塩素酸ナトリウム性レザー
　　(2) 脚部（台座）：木製、ボックス型、4面化粧仕上げ
３．背・座面形状
     直角で、背合わせで設置した場合に隙間ができない形状
４．色
    以下から選択可能であること。
　　(1) 背・座面：4色（ベージュ、茶、黄緑、黄を含む)以上
　　(2) 脚部（台座）：黒

28

・クレス
　バンＤ１ ＯＭ-６(Ｗ1800)
　＋ＯＭ-６用台輪
・プロシード
　システムウォールベンチＴＹＰＥ Ａ
　＋トクＢＡＳＥ C
・オカムラ
　ＭＣ１１ＣＡ

※№5-1～№5-5は統一したメーカーで構成する。
※№6-1を1台、№6-2を2台で一組のミーティングブースを構成する。

3














