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１．件 名
九州運輸局 テレワーク用パソコン等購入契約

２．目 的
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点や、仮に職員が感染した場合においても国民生活・国民経済
に必要不可欠な業務の継続を可能とする必要があることから、九州運輸局では在宅等での業務体制を確保
することができるテレワーク環境整備を進めている。
この一環として、貸与用のパソコン等を調達することにより、更なる在宅勤務環境整備の促進を図ること
を目的とする。
３． 納入期限
令和３年３月１０日
４． 品目及び数量等
（１）品目及び数量は別紙１のとおりとし、参考商品又は参考商品と同等以上の商品を納品することとする。
（２）別紙品目以外の商品を納入しようとする場合には、当該物品が指定の仕様を満たしていることを示す
パンフレット等を令和３年１月７日までに提出し、当局の承諾を得ること。
（３）納入物品はすべて新品とする。
（４）見積金額には、運送費等、納入に要する費用を全て含めること。
５． 納入場所
別紙２のとおり
６．納入検査
（１）本調達品の納入完了後、検査職員による納入検査を行う。その際、受注者が立ち会うものとする。
（２）納入検査の結果、本調達物品等の全部又は一部に不具合等があった場合は、受注者は直ちに修復し、あ
るいは当該物品を引き取り、代替品を検査職員の指定した日時までに納入する。
７．契約不適合責任
（１）納入後、発注者の責によると認められない故障・不具合が発生した場合は、受注者は無償で修理等を行
うものとする。但し、その保証期間はメーカー保証基準とする。
（２）構造上の欠陥等により重大な故障・不具合が発生した場合は、前記に関わらず、受注者は無償修理等を
行うものとする。
８．請求及び支払い
（１）納入検査合格後に請求を行うものとする。消費税及び地方消費税に相当する金額に一円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てるものとする。
（２）発注者は、適法な請求書に基づき、受理した日から起算して 30 日以内に受注者に対して代金を支払う
ものとする。
なお、発注者の責に帰すべき事由により、支払いが遅延した場合は、受注者側に対して、
「政府契約の支
払遅延防止等に関する法律」の規定に基づき、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応

じて、未支払金額に対して年２．６％の率を乗じた計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
９．その他
（１）搬入に要する全ての費用は本調達に含まれる。
（２）本契約の履行上必要となる養生等は受注者が行うこととし、これに必要となる費用についても受注者が
全て負担することとする。
（３）本仕様書に係る調達で「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品等に該当する物品
は、グリーン購入法適合品であること。
（４）電気用品安全法の対象となる電気用品は、同法に適合していること。
（５）本仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合、両者協議のうえ決定するものとする。
１０．監督職員
九州運輸局総務部人事課人事第一係長

別紙１
品目一覧
No

品目

参考商品

数量

単位

主な仕様

①

ノート型パソコン

DELL Vostro13 5000

７０

台

・OS：Windows10 Pro64bit
（Windows セキュリティ
（Windows Defender

(5301)

ウイルス対策)を含んでいること。 なお、有料
のウイルス対策ソフトは別途導入しないこと
とする。
）
・CPU：第 10 世代 Intel Core i5 相当以上
・メモリ：8GB 以上
・ストレージ：256GB SSD 相当以上
・ディスプレイ規格：13～15 インチ程度
・ポート：USB3.0 以上 Type-A2 口以上
：USB3.0 以上 Type-C1 口以上
：ヘッドホンジャック 1 口以上
・重量：1.4kg 以下（バッテリー含む）
・無線 LAN：802.11ac2×2Wi-Fi&Bluetooth
相当以上
・日本語キーボードであること。
・Web カメラ・マイクを内蔵していること。
・Office 関係ソフトウェアのプリインストー
ルがされた製品でないこと。
・AC アダプタ、電源ケーブル、保証書、取扱
説明書（日本語） が付属していること。
・
「国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律」 （グリーン購入法） に適合した
商品であること。
・納入前に、以下の設定を行うこと。
①

初期設定及びコンピューター名・ユー
ザー名、パスワードの設定（内容は発注
者の指示によるものとする）

②

リカバリーディスクの作成（リカバリ
ーディスクが付属している場合は不
要）

②

マウス

ELECOM
M-Y8UBBK

７０

個

・ USB 接続型であること。
・有線型で、 ケーブル長が 1.5m 以下である
こと。
・光学式であること。
・ボタン数はホイールボタンを含め 3 個であ
ること。
・外形寸法は、 約幅 61.5×奥行 100.0×高さ
38.0m 相当の標準的なサイズであること。

・納入するノート型パソコンに対応している
こと。
・納入するノート型パソコンに付属している
場合は不要とする。

③

パソコンケース

ELECOM

７０

個

ZEROSHOCK
ZSB-BM006NBK

・納入するノート型パソコン及び周辺 ・付属
機器全てを収納可能であり、
衝撃吸収性能を
有すること。
・着脱可能なショルダーベルトが付属してい
ること。
・カラーは黒色とする。

④

スキャナー

ブラザー
ADS2800W

７６

台

・読取方式：
自動給紙方式（ADF）、両面同時読み取り
（Dual CIS）
・読取モード：
片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動
・光学解像度/ソフトウェア補間解像度：
最大 600×600dpi/最大 1200×1200dpi
・カラー諧調：
入力：30 ビット 出力：24 ビット
・グレースケール：256 諧調
・読取速度（A4 縦）
：
[カラー150dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[カラー200dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[カラー300dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[カラー600dpi]
片面約 12 枚/分 (両面約 24 面/分)
[モノクロ 150dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[モノクロ 200dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[モノクロ 300dpi]
片面約 40 枚/分 (両面約 80 面/分)
[モノクロ 600dpi]
片面約 24 枚/分 (両面約 48 面/分)
・原稿用紙：
[種類]
普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチッ
クカード
[サイズ]
幅 51～215.9mm

長さ 51～355.6mm*3
[厚さ]
坪量 27～413g/m2*4
・原稿搭載枚数：50 枚
・インターフェイス：
[Hi-Speed USB 2.0*6]
[有線 LAN]
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
[無線 LAN]
IEEE802.11 b/g/n*7
・電源：100V AC 50/60Hz
・質量：約 4.55 kg 程度
・外形寸法（横幅×奥行き×高さ）
306×258×250mm 程度

納品先一覧

別紙２
支局等名

郵便番号 住所

電話番号

九州運輸局

812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11－1

092-472-2314

福岡運輸支局（本庁舎）

813-8577 福岡市東区千早3 丁目10－40

092-673-1190

5

福岡運輸支局（門司港庁舎）

801-8585 北九州市門司区西海岸1－3－10

093-322-2700

2

佐賀運輸支局（本庁舎）

849-0928 佐賀市若楠2 丁目7－8

0952-30-7271

3

佐賀運輸支局（唐津庁舎）

847-0861 唐津市二夕子3 丁目214－6

0955-72-3009

1

長崎運輸支局（本庁舎）

850-0921 長崎市松が枝町7－29

095-822-0010

3

長崎運輸支局（東長崎庁舎）

857-1171 長崎市中里町1368

095-839-4747

3

熊本運輸支局（本庁舎）

862-0901 熊本市東区東町4 丁目14 番35 号

096-369-3188

4

熊本運輸支局（三角庁舎）

869-3207 宇城市三角町三角浦1160－20

0964-52-2069

1

大分運輸支局

870-0906 大分市大州浜1 丁目1－45

097-558-2235

4

宮崎運輸支局

880-0925 宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735－3 0985-51-3824

4

鹿児島運輸支局（本庁舎）

892-0812 鹿児島市浜町２番５－１号

099-222-5660

2

鹿児島運輸支局（谷山港庁舎）

891-0131 鹿児島市谷山港2 丁目4－1

099-261-9191

3

合計

①ノート型パソコン

②マウス

③パソコンケース

④スキャナー

70

70

70

41

70

70

70

76

