
１．機器類

【基準物品】

№ 品名 備考 数量

1 省スペース型デスクトップパソコン 1

2 ノートパソコン(15.6インチ画面) 9

3 液晶ディスプレイ 1

【個別機種仕様】

1 省スペース型デスクトップパソコン 1台

仕様大項目 中項目 内容 備考（同等品の判断基準）

CPU インテル® Core™i5　3.10GHz以上 10世代以上

メモリ 8GB以上

ストレージ ストレージ SSD256GB以上

USB USB3.1を２口以上、合計５口以上
Aタイプで4つ以上要件を

満たすこと。

マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用×1

ディスプレイ
DisplayPort、VGA（ミニD-sub15ピン、RGB）、HDMIを備え

ていること

変換アダプター等の使用も

可

液晶ディスプレイ 別途仕様あり

ＯＳ Microsoft WindowsⓇ10 Pro　64bit

オフィスソフト Microsoft Office　Home＆Business2019　ライセンス
ブラウザ 標準ブラウザはEdgeとする。

ウィルス対策ソフトウェア ウイルス対策ソフト１ライセンス、契約期間中更新含む。 信頼性のあるメーカーのウ

イルス対策ソフトを選定、

導入し、契約期間中はウ

イルス感染の予防及び復

旧に対応すること。

ネットワーク 1000BASE－T／100BASE－TX／10BASE－T

無線LAN Wi-Fi5（IEEE802.11 a/b/g/n/ac）準拠

セキュリティ

（無線LAN）
WPA／WPA2

BluetoothⓇ Ver.5以上
寸法 ワイヤー長：1.5～2.0ｍ、ワイヤー径：Φ2.8～4.4ｍｍ以下
方式 ダイヤル型シリンダ錠（4桁数字）とすること。
その他 パソコンに接続される各ケーブル及び端子と干渉しないこと。

付属品 マウス（光学又はレーザー式）、キーボード（テンキー付）を含め

ること。JIS標準配列。

セキュリティ機能
情報を安全に格納・管理するために、TPM（TCGv2.0）チップを

搭載したセキュリティチップを搭載していること。

保守 ５年オンサイト保守（詳細は「別添１」参照）
①グリーン購入法に適合していること。
②PCグリーンラベルに適合していること。
③J-MOSグリーンマークに適合していること。
④国際エネルギースタープログラムに適合していること。
⑤再セットアップ用媒体を添付すること。
⑥セキュリティワイヤスロットを有し、同時に調達するセキュリティワイ

ヤーロックが取り付けられること。

（別紙2）
令和３年度那覇市ぶんかテンブス館パソコン等機器類及び作業内容　仕様書

インターフェイス

カタログ等で確認できれば

良いこととする。

セキュリティワイヤーロック

その他

通信機能

内蔵していること。

標準ソフトウェア

大手メーカーの製品であること。（ショップブランド及びBTOPCブラ

ンドは除く）

サウンド関連
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2 ノートパソコン(15.6インチ画面) 9台

仕様大項目 中項目 内容 備考（同等品の判断基準）

ＣＰＵ インテル® Core™i5-10310U7　1.70GHz以上 10世代以上

メモリー 8GB以上

ストレージ SSD256GB以上
液晶 対角が15.6インチ（FHD1920×1080）以上であること
OS Microsoft WindowsⓇ10 Pro　64bit

オフィスソフト Microsoft Office　Home＆Business2019　ライセンス
ブラウザ 標準ブラウザはEdgeとする。

ウィルス対策ソフトウェア ウイルス対策ソフト９ライセンス、契約期間中更新含む。
信頼性のあるメーカーのウ

イルス対策ソフトを選定、

導入し、契約期間中はウ

イルス感染の予防及び復

旧に対応すること。

キーボード JIS標準配列であること。テンキーが付いていること。
マウス 無線式マウス（光学又はレーザー式）を１個付属すること。 サードパーティ製を認める。

WEBカメラ 静止画で約90万画素程度の機能を有すること。
マイク ステレオマイク内蔵
無線LAN Wi-Fi6 AX201（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）準拠

セキュリティ

（無線LAN）
WPA／WPA2

BluetoothⓇ Ver.5以上

USB USB2.0及び3.1（Aタイプ）×3以上かつ、

USB3.1（タイプC）×1以上を有すること

ディスプレイ ミニD-sub15ピン×１、HDMIポート×１

サウンド関連 入出力共用ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック（ステレオミニ

ジャック）×１

通信関連 RJ45 LANコネクタ×1（1000BASE－T／100BASE－TX／

10BASE－T）

光学ドライブ なし

音源・サウンド機能 ステレオスピーカー内臓、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェア

MIDI音源

消費電力 パソコン本体の通常使用時の消費電力が7Ｗ以下で、最大利用

時が50W以下であること。

バッテリ駆動時間

最大9～10時間程度、バッテリ駆動が可能であること。

JEITA バッテリ動作測定

法（Ver2.0）等に基づく

こと。

※カタログで確認できれば

可とする。

寸法 ワイヤー長：1.5～2.0ｍ、ワイヤー径：Φ2.8～4.4ｍｍ以下
方式 ダイヤル型シリンダ錠（4桁数字）とすること。
その他 パソコンに接続される各ケーブル及び端子と干渉しないこと。

生体認証機能 指紋認証センサー等生体認証機能を搭載していること。

セキュリティ機能
情報を安全に格納・管理するために、TPM（TCGv2.0）チップを

搭載したセキュリティチップを搭載していること。

保守 ５年オンサイト保守（詳細は「別添１」参照）
①グリーン購入法に適合していること。
②PCグリーンラベルに適合していること。
③J-MOSグリーンマークに適合していること。
④国際エネルギースタープログラムに適合していること。
⑤再セットアップ用媒体を添付すること。
⑥セキュリティワイヤスロットを有し、同時に調達するセキュリティワイ

ヤーロックが取り付けられること。
⑦液晶保護フィルム（指紋低減仕様）を1台につき1枚貼付して

納品すること。
⑧専用ACアダプターを添付すること。

内蔵していること。

インターフェイス USBハブ等を付属し、ハブ

に搭載されるインターフェイ

スを合計して要件を満たす

場合は、同等品として認

める（ハブ接続状態でイン

ターフェイスの個数を計数

すること）。なお、純正以

外の製品を提案する場合

は、動作保証を証明でき

る製品を選定すること。

標準ソフトウェア

入力装置

通信機能

セキュリティワイヤーロック

その他
カタログ等で確認できれば

良いこととする。

電源関連
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3 液晶ディスプレイ 1台

仕様大項目 中項目 内容 備考（同等品の判断基準）

サイズ（表示サイズ） 23型以上
表示画素数 1920×1080以上
インターフェイス PC入力 HDMI、ミニD-SUB15ピン、Displyport

入力コネクタ Φ3,5mmステレオミニジャック

スピーカ 2W＋2W（ステレオ）以上

ヘッドホン Φ3,5mmステレオミニジャック

保守 ５年オンサイト保守（詳細は「別添１」参照）

付属品 専用電源ｹｰﾌﾞﾙ：1.5m

アナログ映像信号ケーブル（miniD-Sub15Pin）：1.5m

HDMIケーブル：1.5m

DisplayPortケーブル：1.5m

オーディオケーブル：1.5m

①グリーン購入法に適合していること。
②RoHS指令に適合していること。
③J-MOSグリーンマークに適合していること。
④国際エネルギースタープログラム7以降に適合していること。
⑤VESA規格準拠

２．作業内容

その他

カタログ等で確認できれば

良いこととする。

音声入出力

カタログ等で確認できれば

良いこととする。

機能要件

・調達する機器類は全て新品とすること。

・保守については、国内で保守できるメーカーであること。（ショップブランド及びBTOPCブランドは除く）

・本契約で調達した機器類の搬入、設置、設定を行うこと。

・ネットワーク接続等について、現行と同様の基本設定をすること。（ネットワーク接続は、既設のNTTフレッツ光回線及びNAS1台、プリンタ兼用複写機1

台をスイッチングハブを経由して設定すること。）

・入替対象PCについては、設置後インターネットへの接続確認、利用するプリンタへの接続設定、テスト印刷を実施すること。

・リース会社用ラベル（リース会社所定ラベル）を作成し、見やすい位置に貼り付けること。

・梱包材等の廃棄物は受注業者の責任において引き取り処分すること。

・既に設置されている機器類（デスクトップパソコン9台、液晶ディスプレイ9台、セキュリティワイヤーロック9個、ノートパソコン1台）の撤去及び廃棄を行

い、廃棄証明書を提出すること。

・機器については動産総合保険（別添2）を付保すること。

・機器については、新価特約を付保すること。

・連絡体制表（本契約に係る窓口、保証対応窓口等を記載したもの）を提出すること。

・PCに5mのLANケーブルを付属すること。

・本契約満了後、受注者の責任において本契約で調達した機器類の撤去及び廃棄を行い、廃棄証明書を提出すること。
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（別添１）

機能要件

手段 電話またはメールによる受付

作業内容

本市（管理者／利用者）からの問い合わせについては、故障か利用者の操作ミスかの切り分けを含めて対応を

行い、故障と判断された場合は下記の故障対応を行うこと。

窓口 故障に関して一元的な受付を行うこと。

受付時間

午前９時～午後５時　※平日（土日・祝日・年末年始を除く）

代替機

翌営業日以内に申告者指定の場所に送付すること。※平日（土日・祝日・年末年始を除く）

作業内容

・端末故障と思われた機器等の代替機の提供（良品交換）

※HDD・SSDの故障後にHDD・SSDを交換した際には、データの消去を行うか、HDD・SSD自体を電磁波処理

および物理的に破壊をすること。この場合、データ消去証明書または廃棄マニフェストを発行すること。

※故障した場合の機器の原型復旧に要する部品、機材、修繕費等はすべて本調達に含めること。なお、本市の

故意または過失により発生した故障についてはこの限りでない。

手段 電話による受付後、指定の様式にて依頼

作業内容

本市（管理者／利用者）から紛失／盗難が発生したと連絡があった場合、下記の紛失／盗難対応を行うこと。

窓口 紛失／盗難に関して一元的な受付を行うこと。

受付時間 24時間365日受付

代替機

翌営業日以内に申告者指定の場所に送付すること。※平日（土日・祝日・年末年始を除く）

作業内容

紛失／盗難機器等の代替機の提供

※動産総合保険の内容に従い、必要な手続きについて本市への案内を行うこと。

保守条件

故障対応

紛失／盗難対応

項目

故障受付

紛失／盗難受付

・調達する機器類は全て新品とすること。

・保守については、国内で保守できるメーカーであること。（ショップブランド及びBTOPCブランドは除く）

・本契約で調達した機器類の搬入、設置、設定を行うこと。

・ネットワーク接続等について、現行と同様の基本設定をすること。入替対象PCについては、設置後インターネットへ

の接続確認、利用するプリンターへの接続設定、テスト印刷を実施すること。

・リース会社用ラベル（リース会社所定ラベル）を作成し、見やすい位置に貼り付けること。

・梱包材等の廃棄物は受注業者の責任において引き取り処分すること。

・既に設置されている機器類（デスクトップパソコン9台、液晶ディスプレイ9台、セキュリティワイヤーロック9個、ノート

パソコン

1台）の撤去及び廃棄を行い、廃棄証明書を提出すること。

・機器については動産総合保険（別添2）を付保すること。

・機器については、新価特約を付保すること。

・連絡体制表（本契約に係る窓口、保証対応窓口等を記載したもの）を提出すること。

・PCに5mのLANケーブルを付属すること。

・本契約満了後、受注者の責任において本契約で調達した機器類の撤去及び廃棄を行い、廃棄証明書を提出

すること。

作業内容その他



動産総合保険内容  

 

１ 保険期間 

この保険は、契約成立後、物件が甲に引き渡された時に始まり、契約が満了したと

きに終了となる。 

 

２ 保険の対象となる損害 

この保険は、別紙 2「令和３年度那覇市ぶんかテンブス館パソコン等機

器類及び作業内容仕様書」の物件について、保険期間中に保険の対象とな

る事故によって生じた損害を補填するものである。保険の対象となる損

害事故及び保険の対象とならない損害事故は、下記のとおりである。  

 

(1) 保険の対象となる主な損害事故  

① 火災、落雷、破裂、爆発 

② 盗難 

③ 破損 

④ 濡損 

⑤ 物体の落下・飛来 

⑥ 車両の衝突及び接触 

⑦ いたずらによる直接損害 

⑧ 風水災（台風、旋風,暴風雨など） 

 

(2) 保険の対象とならない主な損害  

① 故意、重過失による損害 

② 地震、噴火及び津波による損害 

③ 自然の消耗・摩滅、または当該物件の性質によるかび、さび、変質、変色、虫

喰い、ねずみ喰い等による損害 

④ 物件の製造上、加工上の欠陥に起因する損害 

⑤ 偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害 

⑥ 物件の修理・清掃等の作業中における作業上の過失、または技術の拙劣によっ

て生じた損害 

⑦ 紛失、または置き忘れによって生じた損害  

 

（別添２） 


