
制限付一般競争入札の参加方法 

この入札は、参加要件を全て満たせば、参加を希望する者は自由に参加できる、入札書は

持参ではなく郵送する、予定価格（上限）が公表されている、入札結果をＨＰ上で公開する

など、しくみや手順などについても従来の指名競争入札とは異なります。また、参加を希望

しない場合においては、辞退届を提出する等の手続きは一切必要ありません。（入札を希望す

る場合のみ入札書を送付するなどの必要があります。） 
以下に全体の流れをまとめていますのでご確認ください。（３番以降の「クリックしてくだ

さい」はこのページからはリンクしていませんので、明石市ホームページ「入札コーナー」

にある、それぞれの部分をクリックしてご覧ください。） 
手順 場所 

１ 

 

「公告文」を確認 
 

この「参加方法」に続いて表示されます。 
※物品名や参加要件、納期限、予定価格などが記載されています。

２ 「仕様書」を確認 今回は「公告文」に続いて表示されます。 
※物品の詳しい規格等が記載されています。 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

「共通の注意事項」を確認 
 
 
 

 
※工事、コンサルタント業務、業務委託、物品全てに共通の注意事

項が記載されています。 

４ 「応募案内」を確認 

 
※物品全般に共通する参加手順などの詳細が記載されています。 
 

クリックしてください 

クリックしてください 



５ 「制限付一般競争入札におけ

るＱ＆Ａ（物品）」を確認 

 
 
 
※参加手順などでよくある質問が記載されています。ここに記載さ

れているもの以外の質問は直接財務室契約担当までお願いしま

す。なお、設計図書・仕様書等に関する質問は、質問期間中に「設

計図書等に対する質問書（物品用）」により、ＦＡＸにてお願いし

ます。 
６ 郵送直前に、当該物品に関す

る質問回答を確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※仕様書の解釈等について、見積りに影響があるような重要な内容

が含まれていることがあります。財務室契約担当に到着した入札

書は、全て回答日の午後１時以降に確認後記入されたとみなされ

ますので、入札書の記入、郵送前には必ずご確認ください。 

７ 提出書類をダウンロードし、

記入・押印 
 

 

 
 
※入札書の金額の記入については、公告文に予定価格が記載されて

いますので、絶対にこれを超えた金額の記入はしないでくださ

い。（指名停止の対象となりますので、見積金額が予定価格を超え

る場合は、入札をご遠慮ください。） 

 
クリックしてください 

クリックしてください 

クリックしてください 



 
流れは以上となります。 
次ページより、公告文が表示されますので引き続きご確認ください。 
 
 
 
 
 

８ 提出書類をそろえて封筒に入

れ、提出期間内に書留等郵便

局が配達した事実の証明が可

能な方法にて財務室契約担当

まで郵送 

※ 締切日必着ですのでご注意ください。 
※ 入札書を、参加申請書と共に角２封筒等のＡ４サイズが折らず

に入るものに封入し、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り

付けてください。（公告文で提出を求められている場合には納入

実績調書、契約書等の写しも同封してください。） 

９ 「参加確認書」を財務室契約

担当に FAX 
※ ８の郵送後すぐに、受領証（お客様控え）を添付して FAX 

（０７８－９１８－５１５３）してください。 

１０ 結果を確認  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 審査終了後、落札者には直接電話にて連絡します。 

クリックしてください 



１ 　対象物品
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

２ 　入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当する者)
(１) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)の物品の製造・売買の部に、契約の種類が

で登録されており、かつ、業種区分が
で登録されていること。（注１）

(２) 下記の①から⑤のいずれかに該当すること。
① 明石市内の本店で登録している者（市内業者）
② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く

登録を行っている者（準市内業者）
③ 兵庫県内の本店で登録をしている者（県内本店業者）
④ 兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く

登録を行っている者（県内支店・営業所等登録業者）
⑤ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）

第２条第２号に規定する欧州連合の供給者
(３) 平成23年4月1日から令和3年6月30日までの間に、国内において国、地方公共団体またはそれに

準じる機関（公社、公団、事業団等）の発注に係る700食以上の調理能力を有する学校給食調理
場の新築または改築にあたり、厨房設備全般について元請として、一括して設置・納入した実績
を有すること。

(４) 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こと。
(５) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(６) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 （平成11年法
   律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
　 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこ
　 の限りでない。

(７) 明石市の指名停止期間中でないこと。なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、
参加資格を失うものとする。

(８) 公告日において納期限が到来している明石市税（※）を開札日の前日までに完納していること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ徴収猶予の「特例制度」を受けているもの（猶予期限
　を過ぎていないもの）及び納付期限が延長されたもの（延長された納付期限を過ぎていないもの）
　を除く。

(９) 仕様書等の内容を熟知し、内容等を十分に理解した上で入札に参加できること。
（注１）本入札は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令

第372号。以下「特例政令」という。）の適用を受ける。特例政令第２条第２号に規定する欧州
連合の供給者で、明石市入札参加資格者名簿に登録されていない者は、「16 欧州連合の供給者
に関する特記事項」の規定を適用する。

３ 　仕様書についての質問及び回答
(１) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリ(078-918-5153)により財務室
   契約担当へ質問書(指定様式)を提出してください。

(２) 質問に対する回答

機械器具 厨房用機械器具

令和3年7月1日 から 令和3年7月7日 午後1時 まで

納 入 場 所 沢池小学校
物 品 概 要 明石市立沢池小学校厨房機器　一式
納 期 限 令和4年6月30日

　制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及
び明石市契約規則（平成5年規則第10号）第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。

記

物 品 番 号 3K1002
物 品 名 明石市立沢池小学校厨房機器

制限付一般競争入札の実施について

明 財 第 1061 号
2021年(令和3年)7月1日

明 石 市 長 泉　房穂
(公印省略　財務室契約担当)



 から明石市ホームページ（入札コーナー）において公表します。

４ 　入札参加申込み
(１) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入るものに封入し、封

筒の表面に宛名シール（指定様式）を貼り付けて郵送してください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書（指定様式）
イ 入札書（指定様式）
ウ 納入実績調書（指定様式）及び実績が分かる契約書等（写）
※様式は変更になる場合がありますので、明石市ホームページ（入札コーナー）「提出書類等様
式」より最新のものをご利用ください。

(２) 封筒の提出については、持参は認めません。必ず、下記により書留等（簡易書留も可）の郵便局が
配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア に、明石市ホームページ（入札コーナー）に設計図書等に対

する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 提出期限は、 （財務室契約担当必着）です。

(３) 入札に参加を希望する者は、郵便物提出日中に、財務室契約担当へ制限付一般競争入札参加確認書
　 （指定様式）をファクシミリ(078-918-5153)により提出してください。

５ 　開札日時及び場所
(１)  (予定)　※開札状況により前後します。
(２) 804会議室

６ 　入札保証金
免除

７ 　契約保証金
契約金額の10分の1以上を納付すること。ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除等
する場合がある。

８ 　消費税の取扱い
入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。（税抜で記載）
契約締結に際しては、落札金額に10％を加算した額で契約を行います。
なお、１円未満の端数は、この金額において切り捨てます。

９ 　予定価格(税抜)
円

※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、指名停止基準に基づき措置します。

10 　暴力団排除に関する誓約書の提出について（契約締結時の注意事項）
明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、落札決定者は契約締結
時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、
入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第10号アの規定により、指名停止措置（3ヵ月）
を行います。

11 　契約条項等を示す場所
明石市契約規則、明石市立沢池小学校厨房機器物品売買契約約款、応募案内、入札のしおり等
については、財務室契約担当及び明石市ホームページ（入札コーナー）において閲覧することができ
ます。
なお、明石市立沢池小学校厨房機器物品売買契約約款には、「債務負担行為に係る契約の特則」
を付しているので、了承の上、入札に参加すること。

12 　入札に関する条件
(１) 入札書が所定の日時までに到着していること。
(２) 入札者が同一事項について２通以上した入札でないこと。
(３) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(４) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されてないこと。
(５) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。

場　所

36,000,000

令和3年7月8日 午後1時

令和3年7月8日 午後1時

令和3年7月13日

日　時 令和3年7月15日 午前10時24分



13 　無効とする入札
(１) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札
(２) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
(３) 入札に関する条件に違反した入札

14 　資格審査及び落札決定について
(１) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加要件について事後審査を行います。
(２) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが

確認できた時点で落札決定を行います。
(３) 入札結果は、明石市ホームページ（入札コーナー）にて掲載します。

15 　その他
(１) 明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成22年条例第4号）に定める不当要求行為等を行った場合

においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(２) この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の業

者登録一覧表で業者コード等を確認した上で、申し込んでください。
(３) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必

ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の「制限付一般競争入札共通の注意事項」及び「制限
付一般競争入札の応募案内（物品 郵便方式）」を確認した上で、申し込んでください。

(４) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、
明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。

(５) 最低価格入札者であっても、資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札
参加者の負担となりますのでご注意ください。

(６) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加
する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認
することがありますので、ご留意ください。

(７) 本入札において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

16 　欧州連合の供給者に関する特記事項
(１) 特例政令第２条第２号に規定する欧州連合の供給者で、明石市入札参加資格者名簿に登録されてい

ない者は、本市のホームページ（https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/keiyaku_ka/
tuikatouroku.html）の「競争入札等参加資格審査申請の追加受付について」に掲載の手続きを
準用することにより、本入札に参加することができる。ただし、４（２）イの提出期限までに
当該審査のための書類の提出がない場合（書類の不備等により審査ができない場合を含む。）は、
本入札への参加はできない。
なお、今回の申請は、本入札及び契約の手続きに限り有効です。

(２) 提出書類の記載は日本語で行うこと。提出書類のうち外国語で記載されたものは、日本語の訳文を
添付すること。

(３) 提出書類に用いる金額は、出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号)第14条及び第16条に規定する
外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。



 

制限付一般競争入札（郵便方式）の事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告文等のホームページ掲載 

令和３年７月１日(木) 

仕様書等に対する質問書 Fax 受付 

令和３年７月１日(木)～令和３年７月７日（水）午後 1 時 

質問に対する回答の明石市ホームページ公表 

令和３年７月８日（木)午後 1 時 

① 参加確認書Fax 受付 

② 入札書等、書留等郵便受付 必着期限：令和３年７月 13 日(火）

開札 

令和３年７月15 日(木)午前10 時 24 分～ 

明石市役所 本庁舎 8 階 804 会議室 

開札結果の明石市ホームページ公表 

令和３年７月16 日(金) (予定) 

物品売買契約締結 

令和３年７月2１日(水) 



○制限付一般競争入札等におけるＱ＆Ａについて 

入札参加希望者は、必ず事前に明石市役所ホームページの「入札コーナー」に掲載

している制限付一般競争入札の「共通の注意事項」、「応募案内」、「Ｑ＆Ａ」の内容を

ご確認ください。（随時更新を行っておりますので、最新のものをご確認ください。） 

 

○同額応札（くじ引きの執行）があった場合の取扱いについて 

平成２０年１月３１日の開札分より、郵便方式において同価の入札があった場合の

くじの執行方法を下記のとおり変更しています。 

くじの対象となった同価の入札をした者の資格審査を、封筒に同封された提出書類

を含めて、くじを執行する前に行い、入札参加要件を満たすと決定した「有効な同価

の入札者」を対象にくじを執行します。 

 くじの執行についての電話連絡を、①「有効な同価の入札者」に対しては、くじの

執行日時、②「無効な同価の入札者」に対しては、入札が無効となった理由（くじに

参加できない理由）及び入札結果に無効の理由が表記されることを伝えます。 

 「有効な同価の入札者」によるくじの執行に際しては、代表者あるいは代表者から

の委任状を持った代理人の出席が必要となります。なお、指定した日時に代表者等が

出席できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代理人となりますので、ご

留意ください。（くじの辞退はできません。） 

 

○ 暴力団員等に該当しない旨の確認手続きについて 

    平成 27 年 7 月 1 日以降、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第５条第１ 

項の規定により、契約金額が２００万円を超える場合には契約締結期限までに自らが暴力

団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。

提出されていない場合には契約を締結しません。 

    この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求するこ

とはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 

    また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第２第８項第１０号アの規定により、指名

停止（３か月）を行います。 

 

○明石市税の納税状況の確認について 

納税状況の確認は 税務室納税課 TEL(078)918-5016 までお願いします。 

 

 

 

※その他、公告文記載内容を充分にご確認ください。 



物品仕様書 

品  名 明石市立沢池小学校厨房機器 数 量  １式 

発注課 学校給食課 担当者 安田 連絡先 078-918-5594 

納品場所 沢池小学校 納 期 令和４年６月３０日(木) 

規   格 

 

別紙のとおり 

  

メーカー等の 

指定がある場合 

記入すること 

 メーカー 品名・型番 色 その他 

①   
 

 

②  別紙のとおり   

③     

④     

⑤     

 

引取物品の有無 
□ あり  内容（   ）数量（   ） 

☑ なし 

その他特記事項 

・参考品以外で入札する場合は、必ず財務室契約担当に、質問期限（7 月 7 日午後 1

時）までにカタログ等を持参又は FAX（078-918-5153）で提出すること。なお、FAX を送

信した場合は、必ず財務室契約担当へ電話（078-918-5012）し、FAX 着信の確認を行う

こと。同等品の適否は、質問回答日（7 月 8 日）までに財務室契約担当から電話にて回

答する。同等品の承認を受けていない物品で入札した場合は無効となります。 

・売買代金の支払いは、令和 4 年度に受注者から物品の引渡しを受けた後に、約款に

基づき行うものとする。 

・配送・搬入・据付・試運転調整及び取扱説明を全て含んだ価格で見積もること。 

（※機器の接続は給食室棟建設業者が行う） 

・厨房機器の搬入の際は、床・壁等を傷めないよう納入業者で養生を行なうこと。 

・その他、本仕様書に記載されていない事項で、構造上及び機能上、当然に必要となる

ことは、確認の上で納入者の責任において施工すること。 

・落札後、詳細については学校給食課、営繕課及び給食室棟建設業者との打ち合わ

せに参加し調整をおこなうとともに、厨房機器等の納入、据付に関する機器配置図・工事

施工要望図・単品図等の作成については、打合せ時の指示に基づき行うこと。 

・据付場所の微妙な位置合わせについては現場合わせとする。 

 



間口 奥行 高さ

A3 検収台 TKC-126MSDB-S 1200 600 650 1 別紙参考図面の通り

A4 １槽シンク S1-76BDB 750 690 850 1 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200V　0.5KW以下であること

その他 皮むき部と排水受け槽が一体型となっており、床に排水が飛散しないこと

排水部分に皮カスやゴミをキャッチできるようストレーナーカゴを設置すること

またカゴは容易に上から取り出せること

取出口からの落下水も槽内でうけられること

外装部及び受け槽はステンレス製とする

別紙参考図面の通り

その他 A5球根皮剥機とドッキングができ、槽にプラスケット＃500が入る寸法であること

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100V　0.3KW以下であること　インバータ制御など省エネに配慮すること

容量 有効内容量：1000L以上であること

その他 パネルを開けずにフィルターを取外しできるなど清掃性に配慮すること

寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200V　0.7KW以下であること　インバータ制御など省エネに配慮すること

容量 有効内容量：800L以上であること

その他 パネルを開けずにフィルターを取外しできるなど清掃性に配慮すること

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100V　0.6KW以下であること　インバータ制御など省エネに配慮すること

容量 有効内容量：800L以上であること

その他 パネルを開けずにフィルターを取外しできるなど清掃性に配慮すること

ステンレス製扉とし、両面式であること

A13 戸　　棚 DS-97W 900 750 1910 1 別紙参考図面の通り

B1 移動台 TK-126MSDVB 1200 600 850 1 別紙参考図面の通り

B2 下処理用3槽シンク S3－216DＶB 2100 600 850 1 別紙参考図面の通り

B3 下処理用3槽シンク S3－216DＶB 2100 600 850 1 別紙参考図面の通り

B4 ３槽シンク S3－217ＢＤＢ 2100 750 850 1 別紙参考図面の通り

A6

1910

1㈱アイホー900700

ホシザキ電機㈱ 1

ホシザキ電機㈱

パススルー冷蔵庫

2ホシザキ電機㈱

HF-120AT3-ML 1200 650 1910

1910

冷凍庫

A9

650

HR-90CA-ML-4D4D 900 850

A8

冷蔵庫 HR-150AT－ML 1500

㈱アイホー 1959

2

A7

A5 球根皮剥機 P-48D 1040 690

750L1-77PDB球根受け用　L型運搬車

明石市立沢池小学校　厨房機器仕様書

№ 品名 参考型式
寸法

参考メーカー 数量 特記仕様

【Ａ】検収室/食品庫

【Ｂ】下処理室



寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量6.5kw以下であること

電源 単相100V　0.7KW以下であること

その他 日本ガス機器検査協会認証品、涼厨仕様であること

運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100V　0.8KW以下であること　インバータ制御など省エネに配慮すること

容量 有効内容積：1100L以上であること

その他 パネルを開けずにフィルターを取外しできるなど清掃性に配慮すること

ステンレス製扉とし、両面式であること

B8 移動台 TK-76MSDVB 750 600 850 2 別紙参考図面の通り

C1 移動台 TK-126MSDVB 1200 600 850 2 別紙参考図面の通り

C2 ３槽シンク S3－217DB 2100 750 850 1 別紙参考図面の通り

C3 移動台 TK-76MDVB 750 600 850 2 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100V　0.6KW以下であること

能力 270～2000Kg／ｈ（キャベツ）以上であること

その他 作業効率向上のため、切裁寸法をワンタッチにて変更可能であること

笹切りに対応するため、笹切りガイド・ガイド用センサーを備えること

食材送りベルトは着脱が容易で掃除がしやすい構造であること

刃物やプレートは安全面を考慮し容易に外れないよう工具で取外しできる構造であること

C5移動式スライサー置台に支障なく取付けや使用が可能であること

付属品 2枚刃、工具セット

C5 移動式スライサー置台 TK-127FS3MDB 1250 750 600 1 別紙参考図面の通り

C6 受けシンク L1-97CDB 950 750 900 1 別紙参考図面の通り

Ｃ7　 ３槽シンク Ｓ3－247ＤＢ－Ｓ2 2400 750 850 1 別紙参考図面の通り

Ｃ8 食材運搬車 FW-10602MDB 1000 650 1000 4 別紙参考図面の通り

C9 移動台 TK-127MDVB-S 1200 750 650 2 別紙参考図面の通り

ホシザキ電機㈱ 1

1920 1

B7 パススルー冷蔵庫 HR-120CA-ML-4D4D 1200 850 1910

B6
ガス式食器消毒保管機

（器具用）
GW-1004S 1085 950 ㈱アイホー

【Ｃ】調理室

830 ㈱アイホー 1Ｃ4　 フードスライサー FS-36 440 1041



寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量36.0ＫＷ以下とする

容量 満水量：150Ｌ

その他 内釜は、高い熱伝導性と耐久性に優れた三層クラッド鋼であること

　 バーナーは耐久性に優れたステンレス製であること

熱の拡散を抑え作業環境に配慮するため、低輻射仕様及び集中排気仕様とすること

亀裂を防ぐ、繋ぎ目が無い一体型の釜仕様であること

液だれ防止エプロン付、蓋中折れ仕様、釜底部から排水できるドライ構造であること

架台は耐久性に優れたステンレス製であること

本体一体型の給水・給湯カラン及び掃除用カプラを備えること

Ｃ11 スタックカート ＳＴＣ－20 695 900 810 4 別紙参考図面の通り

C12 食缶運搬車 FW-10602MDB 1000 650 1000 2 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量70ＫＷ以下とする

容量 油槽：1740×590mm、油量130L以上の一槽式であること

その他 設定温度は150℃～200℃以上であること

過熱防止装置付きであること

付属品 サンプレート　4ｹ・天ブタ　2ｹ

寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量8.0ＫＷ以下とする

電源 単相100V　0.7KW以下であること

その他 日本ガス機器検査協会認証品、涼厨仕様であること

運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量42ＫＷ以下とする

構造 二重ﾊﾞｰﾅｰ2口・一重ﾊﾞｰﾅｰ1口の全面五徳とし、圧電着火方式であること

Ｃ19 作業台 ＴＫ－67ＢＳＤＢ 600 750 850 1 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100Ｖ　0.4ＫＷ以下であること

能力 有効内容量：350Ｌ以上とし、検食容器7L程度を付属し、7個収容可能であること

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100Ｖ　0.4ＫＷ以下であること

能力 有効内容量：1800Ｌ以上とし、ローラー棚5段式であること

ホシザキ電機㈱ 1

1

Ｄ2 牛乳保冷庫 ＭＲ－180ＣＡ 1800 900 1970

Ｃ22 検食保存用冷凍庫 ＨＦ－63ＣＡＴ－ＫＳ 625 650 1910 ホシザキ電機㈱

Ｃ16

Ｃ18 ガステーブル ＡＸＹ－975Ｔ特 900 750

2

850

850 ㈱アイホー

サミー㈱ 1

1470 950 1920 ㈱アイホー

1

ガス式食器消毒保管機
（器具用）

ＧＷ－1504Ｓ

Ｃ10

Ｃ13

ＫＩＦＥＸ－30特 1620 1241 955 桐山工業㈱

【Ｄ】カートプール

ガスフライヤー ＬＦ－120特 1800 750

6ステンレス製回転釜



寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200Ｖ　9ＫＷ以下であること

その他 運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200Ｖ　9ＫＷ以下であること

その他 運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

Ｅ1 移動シンク Ｓ1－77ＭＤＢ 750 750 910 2 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

ガス 13Ａ対応とし、消費量50kw以下であること

電源 三相200Ｖ　5.5ＫＷ以下であること

能力 処理能力　12500枚/ｈ（φ150の食器）以上であること

処理能力　490個/ｈ（φ325の食缶）以上であること

その他 過負荷防止装置、出口部食器かみ込み防止装置を備えるなど安全性に配慮すること

運転準備（タンクへの自動給水・湯沸し）機能を備え、作業性に配慮すること

部分的に補修できるよう、はめ込み式コンベアリンクとし修繕費低減に配慮すること

本体の中央柱を無くし清掃死角を無くした開放的な構造であること

全ての洗浄ノズル（仕上げ含む）は着脱可能で掃除ができること

Ｅ3 受台 ＴＫ－106ＤＢ 1000 600 810 1 別紙参考図面の通り

Ｅ4 移動台 ＴＫ－97ＭＤＶＢ 900 750 810 2 別紙参考図面の通り

Ｅ5 ２槽シンク Ｓ2－157ＢＤＢ 1500 750 850 1 別紙参考図面の通り

Ｅ6 移動台 ＴＫ－127MDVB-S 1200 750 810 1 別紙参考図面の通り

Ｅ7 ３槽シンク S3-247BDB 2400 750 850 1 別紙参考図面の通り

別紙参考図面の通り

その他 プリリンスシャワーユニット、残菜カゴ付

寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200Ｖ　10ＫＷ以下であること

その他 運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

1残菜シンク 750 750 850

D3 電気式食器消毒保管機 ES-1004N 1750 550 1920 ㈱アイホー 2

Ｅ8

Ｅ9 電気式食器消毒保管機
ＥＷ－1504Ｎ

両面式
1290 950 1860 ㈱アイホー 1

1750 550 1920 ㈱アイホー 2

【Ｅ】洗浄室

Ｄ4 ES-1004N特電気式食缶消毒保管機

㈱アイホー 1Ｅ2 食器・食缶洗浄機 ＷＡＥ2－5LＵＧ特 3000 1000 1800



寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200Ｖ　20ＫＷ以下であること

その他 運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

寸法 左記寸法以下であること

電源 三相200Ｖ　10kw以下であること

その他 運転時に現在温度・残り時間を各々別表示し確認できること

1分間以上の停電バックアップ機能付きであること

自己診断機能付とし、異常時の内容を表示・記録できること

E12 ３槽シンク S3-217BDB 2100 750 850 1 別紙参考図面の通り

E13 ２槽シンク S2-157BDB 1500 750 850 1 別紙参考図面の通り

E14 ３槽シンク S3-247BDB 2400 750 850 1 別紙参考図面の通り

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100Ｖ　0.1ＫＷ以下であること

構造 配管バック等の施工が不要な、据え置き型であること

シンク下部には、石鹸液・消毒液用ボトルを収納できる扉付の戸棚を備えること

付属品 自動水栓・石鹸液・消毒液供給装置を3ヶ所備え、停電時対応のため乾電池式であること

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、使用済みﾌﾞﾗｼ入れ／各3個　　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｼﾎﾞｯｸｽ（ﾌﾞﾗｼ5個付）／6個　

寸法 左記寸法以下であること

電源 単相100Ｖ　0.1ＫＷ以下であること

構造 配管バック等の施工が不要な、据え置き型であること

シンク下部には、石鹸液・消毒液用ボトルを収納できる扉付の戸棚を備えること

付属品 自動水栓・石鹸液・消毒液供給装置を1ヶ所備え、停電時対応のため乾電池式であること

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、使用済みﾌﾞﾗｼ入れ／各1個　　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｼﾎﾞｯｸｽ（ﾌﾞﾗｼ5個付）／2個　

1

1オートサニーテーション ＨＷＳ－75Ｄ 750 500 850 ㈱アイホーＧ1

Ｆ1 オートサニーテーション ＨＷＳ－215Ｄ 2150 ㈱アイホー500 850

㈱アイホー電気式食缶消毒保管機
ＥＷ－3004Ｎ特

両面式
2580 950 1860 1

Ｅ11 電気式食缶消毒保管機
ＥＷ－1504Ｎ特

両面式
1290 950 1860 ㈱アイホー 1

Ｅ10

【Ｆ】前室（1）

【Ｇ】前室（2）




















	
	
	シートとシート ビュー
	21M-CD-001AA-J1-No.01
	21M-CD-001AA-J1-No.02
	21M-CD-001AA-J1-No.03
	21M-CD-001AA-J1-No.04
	21M-CD-001AA-J1-No.05
	21M-CD-001AA-J1-No.06
	21M-CD-001AA-J1-No.07
	21M-CD-001AA-J1-No.08
	21M-CD-001AA-J1-No.09



	
	
	シートとシート ビュー
	21M-CD-001AA-J1-No.01
	21M-CD-001AA-J1-No.02
	21M-CD-001AA-J1-No.03
	21M-CD-001AA-J1-No.04
	21M-CD-001AA-J1-No.05
	21M-CD-001AA-J1-No.06
	21M-CD-001AA-J1-No.07
	21M-CD-001AA-J1-No.08
	21M-CD-001AA-J1-No.09






