
明石市立明石商業高等学校校務用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借仕様書 

 

１ 長期継続契約 

本賃貸借契約は地方自治法第 234 条の 3 に規定する長期継続契約として契約期間を 5 年とする。ただし、契

約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、本賃貸借契約における予算が削除された場合又は年間予定賃

貸借料総額未満に減額された場合は、本賃貸借契約を解除する。 

 

２ 賃貸借期間 

 令和 4 年 9 月 1 日～令和 9 年 8 月 31 日 

賃貸期間満了後は、無償譲渡を行うものとする。 

 

３ 物件等 

(1) 物件名、数量及び納品場所 

① 物件名：校務用ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ等の賃貸借(保守を含む)及びｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄ-ﾙ作業 

② 物件数：66 台 

③ 納入場所：明石市魚住町長坂寺 1250 番地 明石市立明石商業高等学校 A 棟 1 階職員室ほか指定場所 

(2) 規格 

ﾊﾟｿｺﾝ等の仕様については「本仕様書」・「明石市立明石商業高等学校校務用ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」

のとおり。規格で示している場合は準拠若しくはそれ以上の性能を有する製品とすること。 

(3) 製造者等の指定 

ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ(本体)は、下記の製造者の製品とすること。 

・Dynabook 株式会社 

・ﾚﾉﾎﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

・日本電気株式会社 

・富士通株式会社 

・ｾｲｺ-ｴﾌﾟｿﾝ株式会社/ｴﾌﾟｿﾝﾀﾞｲﾚｸﾄ株式会社 

また、保守用部品に関しては、当該機種の製造中止後、最低 5 年間、ﾒ-ｶ-による同一部品の供給が受けられる

機種であること。 

 
４ 初期設定作業 

設定内容は概ね下記を予定する。詳細及び仕様書に記載のない事項については、明石商業高等学校事務局(以

下「事務局」という。)との打合せのうえ、実施計画書を提出し承諾を得ること。 

また、設定作業にかかる費用は本調達に含み、納入・設定にあたり発生した不具合については、受注者が対応

すること、納入後 5 年間は、機器の障害に対して無償で対応すること。 

各 PC 本体に端末管理ｼ-ﾙの貼り付けを行うこと。端末管理ｼ-ﾙに記載する内容は、事務局と打合せするもの

とし、作成に係る経費は受注者の負担とする。 

設置場所内の LAN 配線については基本的に既存配線を流用可能だがﾈｯﾄﾜ-ｸ構築上問題と思われる不良箇所が

ある場合は配線し直すこと。 

[PC 登録] 

ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚ-ﾀﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ、ﾎｽﾄ名、ﾛｸﾞｲﾝｱｶｳﾝﾄ、ﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ、Bios ﾊﾟｽﾜ-ﾄﾞ等。 

[ｿﾌﾄｳｪｱ等のｲﾝｽﾄ-ﾙ] 

下記のｿﾌﾄｳｪｱ等を、すべて正常に動作するようｲﾝｽﾄ-ﾙと設定を行うこと。 



また、導入後の運用において、不具合が発生した場合についても事務局と協議のうえ、改善に努めること。 

(1)   Microsoft Office2019(本校は Microsoft のﾗｲｾﾝｽ ｽｸ-ﾙｱｸﾞﾘ-ﾒﾝﾄを所有、ｲﾝｽﾄ-ﾙ作業のみ)。なお、

Office(Word、Excel)の環境設定は構築時に学校情報担当者と打合せを行いながら進めていくこと。 

(2)   令和 4 年 9 月 1 日から Microsoft OVS-ES+EMS Desktop Education ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ契約予定のため、当該ﾗｲ

ｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの契約変更を行った場合に生じる Office 関係 ID 関連登録作業やﾘｽｸ管理(ｼｽﾃﾑ障害への対応)等

も本調達内に含むこととする。 

(3)   TREND MICRO Apex One  既存ｻ-ﾊﾞよりｲﾝｽﾄ-ﾙすること(ﾗｲｾﾝｽは所有済み)。 

(4)   旧ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝより Outlook 受信済ﾒ-ﾙと設定をｲﾝﾎﾟ-ﾄすること。 

(5)   令和 4 年 10 月 1 日から「ｽｷｬﾈｯﾄ(株)ﾃﾞｼﾞらく採点 2 普通紙対応版」ﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ契約予定のため、今

回調達する校務用ﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝへｲﾝｽﾄ-ﾙすること。 

(6)   ﾌﾘ-ｿﾌﾄ 主な形式のﾃﾞ-ﾀ(動画ﾌｧｲﾙ、PDF ﾌｧｲﾙ、音声ﾌｧｲﾙ、LZH/Zip 圧縮解凍ﾌｧｲﾙ等)についてはﾕ-ｻﾞ

が新たに、ｲﾝｽﾄ-ﾙすることなく、参照可能に設定すること。また、各ﾒﾃﾞィｱﾃﾞ-ﾀを参照可能とするｱﾌﾟﾘｹ-

ｼｮﾝ群は最新版をｲﾝｽﾄ-ﾙすること。 

[ｻ-ﾊﾞ接続] 

本校用に構築したﾌﾟﾗｲﾏﾘ-ｻ-ﾊﾞとｾｶﾝﾀﾞﾘ-ｻ-ﾊﾞを利用し、ﾃﾞ-ﾀを移行、ﾄﾞﾒｲﾝ参加するように設定すること。

ｻ-ﾊﾞ設定情報については「既存機器導入・保守業者」に確認を行うこと。 

■既存機器導入・保守業者(ｻ-ﾊﾞ管理含む)：株式会社ﾆﾁﾜ 連絡先：078-232-0001 

[ﾌﾞﾗｳｻﾞの設定] 

本校に設置されているﾌﾟﾛｷｼｻ-ﾊﾞを経由してすべてのﾊﾟｿｺﾝがｲﾝﾀ-ﾈｯﾄに接続できるよう調整すること。 

ﾌﾞﾗｳｻﾞのｽﾀ-ﾄﾍﾟ-ｼﾞは、Yahoo Japan にすること。不要なｱﾄﾞｵﾝは外すこと。 

[ﾈｯﾄﾜ-ｸ接続] 

既存のﾈｯﾄﾜ-ｸ設定を引継ぎ、接続確認はすべて行うこと。 

ﾊﾟｿｺﾝ等の設定を変更する機会が生じた時に､全台一斉に設定変更できる仕組みを提案すること｡ 

 [既存ﾌﾟﾘﾝﾀの接続] 

  既存ﾌﾟﾘﾝﾀが利用できるようにﾄﾞﾗｲﾊﾞとｿﾌﾄを入れ、設定すること。 

 

５ 保守業務 

[定期保守] 

納入物件が常に良好、適正な機能を発揮し、その使用に耐えるよう定期的に専門技術者を派遣して、次に掲

げる機器の保守点検を行うとともに、機器、ｿﾌﾄｳｪｱ等の利用について、適正な助言、提案等を行うこと。 

(1) 清掃及び一般調整 

(2) 異常の有無の点検及び障害の修復 

(3) 必要な部分の性能検査 

(4) 自然消滅による機器の摩耗部分の修復・調整 

[緊急保守] 

機器の故障等、緊急に修理または調整を要する場合は、速やかにﾒ-ｶ-専門技術者を派遣し、48 時間以内に正

常な状態に復旧すること。また、機器を持ち帰る等復旧に日数を要する場合は、その期間中、代替機を設置する

ものとする。また、賃貸物件の操作等について、その利用者が電話、FAX 及び電子ﾒ-ﾙ等で照会したときは、速

やかに回答すること。なお、故障等で OS の再ｲﾝｽﾄ-ﾙが必要な場合は、納入完了状態に戻すこと。 

 

 

 



６ その他 

[既設機器の撤去] 

ﾚ-ｻﾞ-ﾌﾟﾘﾝﾀ 2 台、複合機(LD-M5000A)2 台とﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ約 20 台の搬出及び廃棄に係る全ての費用を、受注者に

て負担すること。また、導入作業期間中において、設置場所内で既設機器 SSD 等内のﾃﾞ-ﾀを完全に消去の上、

受注者名でﾃﾞ-ﾀ消去証明書(任意様式)を事務局に提出すること、それらの費用も本調達に含むものとする。 

[その他] 

(1) 賃貸料には動産総合保険料（ｿﾌﾄｳｪｱを除く）を含むこと。 

ﾘｶﾊﾞﾘ用ﾒﾃﾞｲｱ一式(設定手順書等を含む)2 セットを納品すること(※ A4 用紙 1 枚程度に再ｲﾝｽﾄ-ﾙの方法を文書

化すること。)。 

(2) 本仕様書及び「明石市立明石商業高等学校校務用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」に明記されていない事項でも構 

成上･性能上･作業上、必要なものは受注者の負担で作業し、疑義が生じた場合は全て事務局の解釈に従うこと。 

(3)「業務費内訳書本体」及び「納入予定機器及び保守業務拠点調書」にはﾉ-ﾄﾊﾟｿｺﾝ本体以外の機器(ﾏｳｽ等)の型

番も記載すること。 

入札者は、事前に仕様書等を十分確認したうえで、入札に応じること。また、落札等決定後の異議については

一切認めないものとする。もし、仕様書等に疑義のあるときは、必ず質問受付期間中に質問書を事務局へ FAX

し、明石市ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞで公表される質問回答を受けることにより解決すること。また、落札等後は事務局の解釈

に従うこと。 

(4)高圧受変電設備改修工事施工の時期と本物品納入・設定時期が重なる場合があるので、事務局と協議すること。 



別紙「明石市立明石商業高等学校校務用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等賃貸借機器仕様書」 

 
■校務用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 
※導入端末については、令和３年度に検証用として既に「Endeavor NL1000E」を導入しているため同等機種以上にて納品を行うこと。 

 品名(参考機種：

Endeavor NL１

０００E) 

項目 規格 数量 
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CPU CPU・クロック数 インテル® CoreTMi５-1135G7 プロセッサー(４コア/2.４GHz) 相当以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

メモリ メインメモリ 8.0GB ＰＣ４-3200 DDR４ SDRAM 

ストレージ 256GB SSD M.2 ＳＳＤ PCI Express x4 対応 

ディスプレイ １５.６型 フルＨＤ液晶(ノングレア、LED バックライト、視野角：垂直 170° 水平 170°)以上 

本体 幅×奥行×高さ ３５６.７×２２０.３×１９.９ｍｍ(最薄部、突起物除く) 

 

 

 

インターフェイス 

USB 
USB３.2 Gen２(USB3.１ １０Gbps)Type-C×1、USB3.2 Gen２(USB3.１ １０

Gbps)×1、USB2.0×１ 

キーボード日本語対応１０７キー(１０キー付き(標準搭載))、タッチパッド(標準搭載) 

Thunderbolt™ Thunderbolt ™3( 最 大 転 送 速 度 ４ ０ G ｂ ｐ ｓ 、 Power Delivery 対 応 最 大 １ ５ W 、

DisplayPort 出力対応 ※オルタネートモード)Type-C×１(左側面) 

有線 LAN・無線 LAN 
有線 LAN:RJ-45×１ 

無線 LAN：インテル Wi-Fi６(IEEE８０２,１１ax/ac/a/b/g/n)Bluetooth5.1(標準搭載) 

サウンド 
インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力２.０W×２)、

ステレオマイク内蔵、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力 

デｨスプレイ出力 HDMI:19 ピン×１(HDCP 対応)、USB Type-C×１(HDCＰ対応、データ通信/ディスプレ

イ出力兼用)、マルチモニター：最大３画面(本体液晶＋ディスプレイ出力)  

内蔵カメラ 最大解像度 １２８０×７２０対応、９２万画素(標準搭載) 

マルチカードリーダー マイクロＳＤカード(SDHC/XC UHS－Ⅰ) 

セキュリティー機能 セキュリティーチップ(TPM2.0):TCG 準拠ⅴ２.０、セキュリティーロックスロット 

電源 
AC アダプター 

入力AC100V～２４０V±１０％(５０/６０Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量：６５

W、出力ＤＣ １９V ３.４２A、質量：約２６２ｇ(電源コード含む)、AC アダプター寸法：約１０８×

４６×３０ｍｍ、ケーブル長：ＤＣ側 約１.５ｍ、AC 側 約２.０ｍ 

内蔵バッテリー リチウムイオンポリマーバッテリー(７.７V/９３５０ｍAh) 

バッテリー 
充電時間 約３.２時間(本体電源オン/オフ時) 

駆動時間 約１５.４時間(JEITA バッテリー動作時間測定法 Ver2.0 にて測定) 

消費電力 最大定格出力時約７３.０W(理論値)/最大構成時約６２.５W/通常時約６.８W/スタンバイ時

(スリープ時、モダンスタンバイ対応)約０.８W/電源 OFF 時約０.２W 

入力装置 マウス ホイール付 USB オプティカルマウス(ブラック) 

保守 内容 メーカーによる５年間オンサイト保守  

※OS については、Windows11Pro  


