
令和２年６月２６日掲示 

 

競争入札のお知らせ 
 

概  要 事務用什器等の購入等 

選定方法 最低価格落札方式 

依頼内容 ・事務用机、椅子等（詳細別紙）の購入、搬入及び設置 

・組み立て式パーテーションの移設（解体及び再設置） 

・物品の引取及び廃棄 

見積方法 ・別紙を参照のうえ、お見積りください。 

・組み立て式パーテーションの移設については現地確認をお願いします。

（齟齬のないよう、現地確認は必須とします） 

・同等品で応札する場合は、７月２日（木）午前中までに製品の詳細仕様

が分かる資料を下記の担当に提出し、事前に審査を受け了承を得ること

とします。 

見積期限 令和２年７月３日（金） １５時 

納 品 日 落札後に相談のうえ決定（8月初旬を予定） 

場  所 東京都千代田区霞が関３－２－６ 東京倶楽部ビル１４階 

東京都千代田区霞が関３－４－２ 弁理士会館 

備  考 ・お問い合わせはメールにてお願いします。 

・現地確認は、平日の１０時から１５時までとし、見積期限の前々日まで

受け付けます。 

・見積書は、物品単価（定価及び納品価格）、運搬や納品等の作業費用、廃

棄費用の別がわかるように記載してください。入札希望者には見積書の

フォームを別途ご連絡しますので、下部に記載の担当にご連絡ください。 

・納品時は必要により養生等を行い、壁やエレベータなどに傷が付かない

ようご注意ください。 

・入札結果のお問い合わせには応じられませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

【担当】日本弁理士会 事務局 総務課 増川（y.masukawa-jpaa@nifty.com） 

会計課 吉瀬（t.kise-jpaa@nifty.com） 

 



東京倶楽部ビル１４階増床工事に伴う新規備品等の発注について 

 

 

    ※赤枠が新規購入備品の設置位置、水色が工事個所 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（旧会長応接室→休憩室兼ロッカールーム）→Ａのエリア 

・ロッカールームローパーテーション（一式） 

・休憩室テーブル、椅子（ミーティングテーブル３、カウンターテーブル３、椅子 23） 

・旧会長応接室前パネル解体、再組立て 
 

（旧役員室→事務室）→Ｂのエリア 

・収納（両開き 14、扉なし 6） 

・現ロッカールーム間仕切り解体 

・ローパーティション（一式） 
 

（新役員室）→Ｃのエリア 

・執行理事（机６、椅子６） 

・会長室員（机 1、椅子２） 

・ミーティングテーブル 1、椅子 10 
 

（新会長応接室）→Ｄのエリア 

・応接セット（テーブル１、椅子１０） 

Ａのエリア Bのエリア Cのエリア 

Dのエリア 

ビル側で対応するた
め、見積りも不要 



No.1 扉付ローパーティション

450W2150H ×2枚
700W2150H ×2枚
900W2150H ×1枚
1000W2150H×5枚
1100W2150H×1枚
ドアパネル ×1枚
※同レイアウトに必要な部材は含むこと

No.11 執務室ローパーティション

1200W1920H×5枚
安定脚 ×2個
※同レイアウトに必要な部材は含むこと



東京倶楽部ビル１４階納品備品仕様書

場所 Ｎｏ． 品名 数量 サイズ、仕様等 品質

1
扉付きローパーティション
（ロッカールーム）

一式
図面参照のこと。
2150H程度とする
パネルは木目鋼板とする。

オカムラ
POSIT［ポジット］
シリーズ同等以上

2 ミーティングテーブル① 1
Ｔ字脚天板フラップ／矩形
1200W750D720H

オカムラ
87AHAF MET4
同等以上

3 ミーティングテーブル② 2
Ｔ字脚天板フラップ／矩形
1800W750D720H

オカムラ
87AHAH MET4
同等以上

4 カウンターテーブル① 2 片面／1200W450D720H
オカムラ
MB3NBL MW74
同等品以上

5 カウンターテーブル② 1 片面／1500W450D720H
オカムラ
MB3NCL MW74
同等以上

6 椅子 23
肘無背パッド付双輪
560W560D820H440SH
キャスター付ネスティング可能

オカムラ
81S1AZ FSF5
同等以上

7 旧会長室前パネル解体組立費 一式 － －

8
収納（キャビネット）①
※要固定（地震対策）

7
両開き書庫
900W400D2150H

オカムラ
4H88ZF ZA75
4H92ZZ ZA75同等以上

9
収納（キャビネット）②
※要固定（地震対策）

5
両開き書庫
900W300D2150H

オカムラ
4U88ZF ZA75
4U92ZZ ZA75同等以上

10
収納（キャビネット）③
※要固定（地震対策）

6
シェルビング（扉なし）書庫
900W300D2150H

オカムラ
4U58ZZ ZA75
4U92ZZ ZA75同等以上

11
ローパーティション
（事務室）

一式
図面参照のこと。
1920H程度とする
パネルはクロスとする。

オカムラ
POSIT［ポジット］
シリーズ同等以上

12 ロッカー室パネル解体費 一式 － －

13
収納（キャビネット）④
※要固定（地震対策）

2
両開き書庫
900W500D2150H

オカムラ
4K88ZF ZA75
4K92ZZ ZA75同等以上

14 執行理事デスク 6
プロステージクレスト平机
ポリッシュ脚／単体型
1000W700D720H ﾈｵｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸ

【指定】オカムラ
DT00LF MK59

15 執行理事幕板 6
プロステージクレスト幕板
1000W （ﾌﾞﾗｯｸ）

【指定】オカムラ
DT856P Z25

16 執行理事引出 6
フリーウェイ中央引出し鍵付
（ﾌﾞﾗｯｸ）

【指定】オカムラ
DP895Y Z25

17 執行理事椅子 6
モードミドル，アルミフレーム，
革張り605W585D920H
430-530SH,920-1020H ﾌﾞﾗｯｸ

【指定】オカムラ
CA86ZS P676

18 会長室員デスク 1
グレースライン 1600W800D
平机／パネル脚／幕板

オカムラ
DX06EA MM39
同等以上

19 会長室員椅子 2
固定肘，背メッシュ，ローブラッ
クボディ，ランバー有，アルミ脚
642W560D884H（ﾌﾞﾗｯｸ）

オカムラ
品番C641BS FMP1
同等以上

20 ミーティングテーブル 1
Ｔ字脚天板フラップ／矩形
1800W900D720H（ﾈｵｳｯﾄﾞﾗｲﾄ）

オカムラ
87AHAM MQ87
同等以上

21 ミーティングテーブル用椅子 10
肘無背パッド付ホワイトシェル
ナイロン双輪
560W560D820H440SH

オカムラ
81S1AZ FSF5
同等以上

22 舟形テーブル 1
ＰＲＥＣＥＤＥ 会議テーブル
舟形／ボックス配線
4800W1500D720Hﾎﾟﾟﾘｯｼｭ

【指定】オカムラ
3CA6EF MPY3

23 応接用椅子 10
モード，アルミ肘，ブラックボディ
５本脚，アルミフレーム，
605W570D920H

【指定】オカムラ
CA85BS FWJ1

新規什器配送費 一式 － －

新規什器搬入組立設置費 一式 － －

その他経費 24

会長応接室

（Ｄのエリア）

役員室

（Ｃのエリア）

（入　札　条　件）

事務室

（Ｂのエリア）

休憩室兼ロッカールーム
（旧会長応接室）

（Aのエリア）



納入時同時排出費（廃棄） 一式 － －

養生費、清掃費 一式 － －

その他経費 24
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