
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。

(２) 下記の①から④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）
(３) 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。
(４) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(５) 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。

(６) 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。

(７) 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。

(８) 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。

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
 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）
※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

令和3年8月26日 午後1時

情報機器・家電 パソコン

令和3年8月17日 から 令和3年8月24日 午後1時 まで

納 入 場 所 明石商業高等学校Ｃ棟２階図書室
物 品 概 要 タブレット型パソコン　１２９セット
納 期 限 令和4年2月28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 3K1004
物 品 名 タブレット型パソコン

制限付一般競争入札の実施について

明 財 第 1087 号
2021年(令和3年)8月17日

明 石 市 長 泉　房穂
(公印省略　財務室契約担当)



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、明石市物品売買契約約款、明石市製造請負契約約款、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。

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。

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

場　所

9,705,572

令和3年8月26日 午後1時

令和3年8月31日

日　時 令和3年9月2日 午前10時24分



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。



 

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８月１７日(火) 

仕様書等に対する質問書 Fax 受付 

令和３年８月１７日(火)～令和３年８月２４日（火）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８月２６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８月３１日(火） 

開札 

令和３年９月２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９月３日(金) (予定) 

物品売買契約締結 

令和３年９月９日(木) 



○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。 



（№１／１）

物 品 仕 様 書        

品  名 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ(明石商業高等学校) 数 量 １ｾｯﾄ(①～②)×129 ｾｯﾄ 

発注課 
明石商業高等学校 

事務局 
担当者   内藤 連絡先 （078）918－5950    

納品場所 明石商業高等学校 C 棟 2 階図書室 納 期 令和 4 年 2 月 28 日（月） 

規 格 
・詳細は「2021 年度 明石市立明石商業高等学校ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ等 

調達仕様書」等のとおり。 

メーカ

ー等の

指定が

ある場

合記入

するこ

と。 

No 製品名 メーカー 型   番 色 
数量

(台) 
その他 

①  ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ本体 Dynabook （株） K60 A6K1FST81111 － 129 参考品 

②  ﾏｳｽ (株)ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ BSMRU21BKZ 黒 129 参考品 

       

       

上記参考品、または同等品にて入札書を提出してください。 

引取物品の有無 
□ あり 内容(                ）数量（         枚） 

■ なし 

その他特記事項 

・詳細は「2021 年度 明石市立明石商業高等学校ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ等調達仕

様書」等のとおり。 

・早期納品希望。 

・本校が用意した保管庫に設置し、電源に接続すること。 

・保管庫と電源ケーブルにも端末管理番号シールを貼り付けること。 

・運送・設置(納品)・導入・設定作業、完成図書(2 部)の作成・納品

等、本件に関する全ての費用を入札額に含むこと。 

・納品日については、上記担当者と調整すること。 

・参考品以外で見積もる場合は、質問締切日（令和 3 年 8 月 24 日午後 1

時）までに財務室契約担当へカタログ等を持参、または FAX(078-918-

5153)で提出すること。同等品の適否は質問回答日に財務室契約担当から

電話にて回答する。なお、FAX を送付した場合は、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。 

 



１　物件等
（１）物件名、数量及び納品場所
①物件名　  ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ
②物件数　　ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ等・・・・・ 129台購入
③納入場所 明石市立明石商業高等学校C棟2階図書室（明石市魚住町長坂寺1250番地） 

（２）規格
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ等の仕様については本仕様書及び別紙「ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ機器明細書」並びに「物品仕様書」のとおり
（３）製造者等の指定
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ本体は、下記の製造者の製品とすること
Dynabook 株式会社
日本電気　株式会社
ﾚﾉﾎﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ　株式会社
富士通　株式会社

３　初期設定作業及び設置(納品)について

(7)物件の搬入日については、明石商業高等学校事務局と打ち合わせのうえ行うこと。
［PC登録］

［ｿﾌﾄｳｪｱ･ﾄﾞﾗｲﾌﾞ等のｲﾝｽﾄｰﾙ］

（1）Microsoft　Office　2019(本校はｽｸｰﾙｱｸﾞﾘｰﾒﾝﾄを所有、ｲﾝｽﾄｰﾙ作業のみ)なお、Office（Word、EXCEL）の環境設定は本校の各PC教室を参考
にして行うこと。
（2）今後、本校が所有しているMicrosoftのｽｸｰﾙｱｸﾞﾘｰﾒﾝﾄ契約からﾗｲｾﾝｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ契約に変更する可能性がある。（OVS-ES Desktop Educationなど）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関係のID関連登録作業等も本調達内に含むこととする。
（3）ｳｲﾙｽﾊﾞｽﾀｰ　既存のｻｰﾊﾞよりｲﾝｽﾄｰﾙ（ﾗｲｾﾝｽは所有済み）
（4）ﾌﾘｰｿﾌﾄ

AcrobatReader、Ffftp、GIMP等本校が指示するﾌﾘｰｿﾌﾄ、ﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ、QRｺｰﾄﾞ読み取りｿﾌﾄ、EPSON iProjection
（5）DVD再生・書き込みｿﾌﾄ
［ｻｰﾊﾞ接続］

ｻｰ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。
［ﾌﾞﾗｳｻﾞの設定］

本校に設置されているﾌﾟﾛｼｷｻｰﾊﾞを経由してすべてのﾊﾟｿｺﾝがｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続できるよう調整すること。
生徒の自宅でも使用できるようにﾌﾟﾛｼｷｻｰﾊﾞの設定等を変更できるようにすること。
ﾌﾞﾗｳｻﾞのｽﾀｰﾄﾍﾟｰｼﾞは、Yahoo Japan にすること。
［ﾈｯﾄﾜｰｸ接続］
(1)既存のﾈｯﾄﾜｰｸ設定を引継ぎ、接続確認はすべて行うこと。
(2）ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ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。
(3)生徒が勝手に設定変更した場合でも元に戻るような設定をすること。

４　その他

(6)本件の運用ｻﾎﾟｰﾄについては、学校側と打合せを行い1年のｻﾎﾟｰﾄ対応を行うこと。

なお、許可したBYOD端末に対して接続時間の制限などの設定変更を学校が希望する場合は、初回の設定変更時のみUNIFAS側で設定変更作業を
行うこと。
2回目以降は学校担当者にて作業が出来るように作業ﾏﾆｭｱﾙを作成すること。

登録したBYOD端末については、本校に設置されているﾌﾟﾛｷｼを経由してｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続できるよう調整すること。

(4)ﾘｶﾊﾞﾘ用ﾒﾃﾞｲｱ一式(設定手順書等を含む)を納品すること。

(2)完成図書は、次のとおりとする。端末管理台帳、端末詳細設定書、機器一覧表、機器の取り扱い説明書・付属品、納入機器等の保証書、運用・ 設定等の

で作業し、疑義が生じた場合は全て明石商業高等学校事務局の解釈に従うこと。

2021年度 明石市立明石商業高等学校ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ等調達仕様書

(1)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との打ち合わせのうえ、実施計画書を提出し

(2)設定作業(ﾈｯﾄﾜｰｸ設定も含む)にかかる費用は購入費用に含み、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。

(4)配備作業として、受注者が(経費等受注者負担)配備先の最終設定(IP設定、ID/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定、各PC本体へ端末管理ｼｰﾙの貼り付け(端末管理ｼｰﾙに記
載する内容は、明石商業高等学校事務局と打ち合わせするものとする。))と設置作業を行うこと。

日本ヒューレット・パッカード 株式会社

２  調達目的
本調達は、2021年度公立学校情報機器整備費補助金(公立学校情報機器購入事業)交付要綱に基づき、GIGAｽｸｰﾙ構想の下、子供の学びの保障と教育の
機会均等の観点から低所得世帯の生徒に対する貸与等を目的とする。

(3)設定作業(ﾈｯﾄﾜｰｸ設定も含む)を終えた状態で納品すること。

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、ﾒｰｶｰによる同等部品の供給が受けられる機種であること。

④納入期限 令和4年2月28日(月)

承諾を得ること。

［無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ､管理ｻｰﾊﾞ ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ作業他］

「UNIFAS」のﾊﾞｰｼｮﾝｱｯﾌﾟ作業に伴い､学内に設置されているｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄのﾌｧｰﾑｳｪｱのｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ作業も行うこと｡

(7)1年経過後の保守は別途、学校側と協議の上、有償対応とする。

Google Chrome を既定のﾌﾞﾗｳｻﾞとする。

(5)受注者において展開用端末を作成し、契約後早期に端末2台を貸出すること。
(6)受注者は発注者が確認・承認した展開用端末を各ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝに複製し納品すること。

(5)ﾊｰﾄﾞの保守についてはﾒｰｶｰ標準1年保証とする。

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

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ｰ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明石商業高等学校事務局との協議のうえ、改善に努めること。

主な形式のﾃﾞｰﾀ（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）についてはﾕｰｻﾞｰが新たに、ｲﾝｽﾄｰﾙすることなく参照可能に設定すること。
また、各ﾒﾃﾞｲｱﾃﾞｰﾀを参照可能とするｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ群は最新版をｲﾝｽﾄｰﾙし、自動ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ機能を停止させておくこと。

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

(1)本調達は2021年度公立学校情報機器整備(公立学校情報機器購入事業)にかかる補助金の交付を受けて実施するものであるため、それに伴う実績報告・

明細を記載したもの及び公立学校情報機器整備補助金実績報告に必要な資料やその根拠資料(現時点で具体的な必要資料等は未定)
(3)本仕様書及び別紙「ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC機器明細書」並びに「物品仕様書」に明記されていない事項でも構成上・性能上・作業上、当然必要なものは受注者の負担

検査等に関する支援も行うこと。

「UNIFAS」の設定にてBYOD登録用Wi-Fiと授業用Wi-Fiの設定を行い、BYOD端末のMACｱﾄﾞﾚｽが取得可能な設定を行うこと。

MACｱﾄﾞﾚｽ登録作業については納入期限内に学校担当者立会のもと1回実施し、2回目以降は学校担当者にて作業が出来るように作業ﾏﾆｭｱﾙを作成

本校に導入している無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの管理ｻｰﾊﾞである「UNIFAS」のﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ作業を行うこと。

上記設定にて取得したMACｱﾄﾞﾚｽを既存の無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄに接続可能な設定を行うこと。

すること。生徒BYOD端末のみ校内無線LANへの接続は、7時から18時に制限すること。接続時間帯は、変更できるようにﾏﾆｭｱﾙを作成すること。



項⽬ 仕様（参考機種︓Dynabook K60） 数量
２in１　タイプのデタッチャブル⽅式（タブレットとノートパソコン両⽅で利⽤可能）であること
また、タブレットとキーボード接合部分はロック機能等無く、磁⽯接合等で簡単に取り外しができるもの

OS Windows　10Pro64Bit（⽇本語版）またはWindows10Pro　Education
※学校納⼊時における最新のOSとすること、Windows11がリリースされていれば当該OSとする。

CPU Intel　 Pentium Silver N5030　以上
メモリ　 8GB以上であること

内蔵ストレージ 128GB以上であること
10.1型WXGA　広視野⾓TFTカラーLED液晶（省電⼒LEDバックライト）以上
10点マルチタッチ機能付き
ノングレア液晶であること（シートを貼付して対応可）

カメラ フロント200万画素以上、リア500万画素以上のカメラが内蔵していること
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠していること
BluetoothV5.0準拠
本体側　
Type-Cコネクタ×１以上
マイク⼊⼒/ヘッドフォン出⼒端⼦×１以上
microSDカードスロット×１
キーボード側
USB2.0×2個以上

サウンド機能 ステレオスピーカー・モノラルマイク　内蔵
本体のみの駆動時間が16時間以上であること（JEITA2.0準拠）
急速充電機能（30分の充電で40％（6時間相当）の充電が可能である事）

本体重量 1,190ｇ以下（キーボード装着時）
外形⼨法 249.0（幅）×186.7（奥⾏）×18.7（⾼さ）ｍｍ以下（キーボード装着時）
キーボード 84キー（JIS配列準拠）キーピッチ17mm・キーストローク1.2ｍｍ  ⽇本語

保守

メーカー標準 1年 引取り修理
「メーカー標準1年保証」が付いていること(受注者は納品後1年間は、物品等の障害やそれに伴うメー
カーとのやりとりを無償で対応すること。※)。
※本校から不具合が⽣じた物品をメーカーへ発送、メーカーが修理した物品を本校へ設置する⼀連の
作業を受注者が無償で⾏うこと。

※本体と同じ数量のﾏｳｽ（BSMRU21BKZ ）を⽤意すること

タブレット型パソコン機器明細書

形状
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