
仕 様 書 

 

１ 件名 

  什器の購入 

 

２ 購入物品の種類・仕様・数量 

   

No. 品目 台数 仕様 参考製品 

1 椅子① 

(係長用) 

８ 【椅子本体】 

・外寸法：W650mm×D565～715mm×H890～980mm程

度（ローバック） 

・座面寸法：W505mm×D410～460mm程度 

・座面高：H420mm～510mm程度 

・背・座：ポリプロピレン（色：ブラック） 

・背フレーム・脚：強化ナイロン（色：ブラッ

ク） 

・貼地：ポリエステル（色：プルシアンブルー） 

・脚：５本脚、ナイロン双輪キャスター 

（付属品） 

・肘：サークル肘 

【要件】 

・姿勢が変化しても大腿部を圧迫しない背座角度

連動ロッキングを搭載していること 

・レバー操作によりフリーロッキングと任意位置

固定を切り替えることができること 

・細かな動きにもフィットするよう、背板上部が

柔軟に動く形状であること 

・腰部にランバーサポートを備えており、レバー

で形状を調節することができること 

・適切に体圧を分散することができるよう、座面

は樹脂のベース層とウレタンフォームの２層構造

であること 

・手の届きやすい位置に調節機能が集約されてい

ること 

・座の奥行きを 50mm以上調節することができるこ

と 

・ガススプリングにより座高を調節することがで

きること 

・JIS S 1043：2016の規格に適合しており、耐荷

【本体】 

コクヨ 

Wizard3 ロー

バック肘なし 

品番：CR-

G3620F6G4T6-W 

【付属品】 

コクヨ  

Wizard3 サー

クル肘 

品番：CRA-

G1806F6 



重が 110kg以上であること 

 

既存製品（同サイズ）の引取りを７台行うこと 

2 椅子② 

(補佐用） 

３ 【椅子本体】 

・外寸法：W680mm×D565～735mm×H950～1040mm程

度（ハイバック） 

・座面寸法：W505mm×D410～460mm程度 

・座面高：H420mm～510mm程度 

・背・座・肘：ポリプロピレン（色：ブラック） 

・背フレーム・脚：強化ナイロン（色：ブラッ

ク） 

・貼地：ポリエステル（色：ブラック） 

・脚：５本脚、ナイロン双輪キャスター 

【付属品】 

・肘：サークル肘 

【要件】 

・姿勢が変化しても大腿部を圧迫しない背座角度

連動ロッキングを搭載していること 

・レバー操作によりフリーロッキングと任意位置

固定を切り替えることができること 

・細かな動きにもフィットするよう、背板上部が

柔軟に動く形状であること 

・腰部にランバーサポートを備えており、レバー

で形状を調節することができること 

・適切に体圧を分散することができるよう、座面

は樹脂のベース層とクッション層の２層構造であ

ること 

・手の届きやすい位置に調節機能が集約されてい

ること 

・座の奥行きを 50mm以上調節することができるこ

と 

・ガススプリングにより座高を調節することがで

きること 

・JIS S 1043：2016の規格に適合しており、耐荷

重が 110kg以上であること 

【本体】 

コクヨ 

Wizard3 ハイ

バック肘なし 

品番：CR-

G3622F6G4B6-W 

 

（付属品） 

コクヨ 

Wizard3 サー

クル肘 

品番：CRA-

G1806F6 

3 椅子③ 

(管理職用) 

１ ・外寸法：W680mm×D600～875mm×H1170～1260mm

程度（ハイバック） 

・座面高：H425mm～515mm程度 

・座クッション：ポリプロピレン 

コクヨ 

エアフォート

（稼働肘） 

品番：CR-



・背フレーム、肘フレーム、脚：アルミダイカス

ト（色：シルバー） 

・貼地（背、座）：ポリエステル弾性メッシュ

（色：ブラック） 

・脚：５本脚、ナイロンキャスター 

 

【要件】 

・リクライニングのフリーロッキングと段階固

定、リクライニング反発力の強弱調整ができるこ

と 

・座面の上下昇降が 100mm程度の幅で任意固定す

ることができること 

・肘のレバーでリクライニングと座面の上下昇降

を調整することができること 

・座面を 50mm程度の幅で前後調節することができ

ること 

・腰部にエアランバーサポートを備えていること 

・ヘッドレストが付属していること 

GA2353GGE6-W 

4 ３段ワゴン ４ ・外寸法：W395mm×D605mm×H615mm 程度（机のセ

ンター引き出し下に収納することができること） 

・本体：スチール、粉体塗装 

・天板：ABS 

・引き出し：３段（上：トレー、中：B6、下：A4

（A4ファイルボックス５個収納可能、ストローク

550mm以上））、ラッチ機構付き 

・鍵：シリンダー錠（内筒交換対応、施錠表示機

能付き、オールロック機構） 

・キャスター：薄型自在キャスター（ロック機構

付き） 

・色：ナチュラルグレーナチュラルグレー又はオ

フホワイト（机①及びワゴン①と同一色（一体的

な仕様）） 

・付属品：ペントレー１個、仕切板２枚 

コクヨ・MXVデ

スクシステム 

ワゴン３段 

品番：SD-

MXZ46C3F11N5 

5 ２段ワゴン ３ ・外寸法：W395mm×D605mm×H615mm 程度 

・本体：スチール、焼付塗装 

・天板：ABS 

・引き出し：２段（上・下：A4（A4ファイルボッ

クス各５個収納可能、ストローク 550mm以上））、

ラッチ機構付き 

コクヨ 

MXVデスクシス

テム ワゴン２

段 

品番：SD-

MXZ46A2F11N5 



・鍵：シリンダー錠（内筒交換対応、施錠表示機

能付き、オールロック機構） 

・キャスター：薄型自在キャスター（ロック機構

付き） 

・色：ナチュラルグレー（机①及びワゴン②と同

一色（一体的な仕様）） 

・付属品：仕切板２枚 

6 机① 

(係員用) 

２ ・外寸法：W1200mm×D700mm×H700mm 

・センター引き出し：２個 

引き出し内寸法 

：W652mm×D385mm×H23mm 程度（１個） 

：W352mm×D385mm×H23mm 程度（１個） 

・天板、表面材：メラミン化粧板、ポストフォー

ム仕上げ 

・脚、幕板：スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 

・配線カバー：開閉式（コードの取出しに十分な

開口が取れるもの。物が落ちないように軟質樹脂

が付いているもの） 

・色：ナチュラルグレー又はオフホワイト 

コクヨ:スタン

ダードテーブ

ル 

品番：DMX-

H1207 

7 机② 

(補佐用) 

２ ・外寸法：W1400mm×D700mm×H700mm 

・センター引き出し：３個 

 引き出し内寸法 

 ：W452mm×D385mm×H23mm 程度（１個） 

 ：W352mm×D385mm×H23mm 程度（２個） 

・天板、表面材：メラミン化粧板 

・脚、幕板：スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 

・配線カバー：開閉式（コードの取出しに十分な

開口が取れるもの。物が落ちないように軟質樹脂

が付いているもの） 

・色：ナチュラルグレー 

コクヨ 

MXVデスクシス

テム スタンダ

ードテーブル  

品番：DMX-

H1407-F1F11 

 ※１ 納入する製品は、参考製品又はそれと同等以上の機能・性能を有するものであり、

未使用のものであること。 

 ※２ グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基準に 

適合するものであること（グリーン購入法の対象製品に限る。）。 

 

３ 納入期限及び納入場所 

⑴  納入期限 

   令和 4年 11月 18日（金） 

   ※なお、納品については 10月 20日（木）以降で行うこと。 



⑵  納入場所 

   〒100-8987 

   東京都千代田区霞が関 1-1-1 中央合同庁舎第 6号館Ｂ棟 

   公正取引委員会事務総局地下１階倉庫及び 11階企業結合課 

※１ 納入場所において組立て作業を行う場合は、地下一階倉庫において什器の組立

て等を行い、発注者の指示により一部の什器については、11階企業結合課に搬入

する。 

※２ 発注者の指示により、前記１№１仕様のとおり、地下１階（倉庫）及び 11 階

（企業結合課）から椅子の引き取りを行う。 

 

４ 見積り合わせの手続 

⑴  見積書の提出 

  ア 提出期限 

令和４年 10月６日（木）正午 

イ 提出方法 

電子メールの方法による。 

提出先メールアドレス：open-counter@jftc.go.jp 

※ ただし、電子メールによる提出が困難な場合に限り、以下の場所に、持参、郵送 

及びＦＡＸを認める。 

〒100－8987 

  東京都千代田区霞が関 1-1-1 中央合同庁舎第 6号館Ｂ棟 14階 

  公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 

  ＦＡＸ：03-3581-2951 

ウ 提出書類 

(ｱ) 見積書（消費税込みの総額を明示。社印又は代表者印の省略可） 

(ｲ) 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

(ｳ) 納入予定の製品が仕様を満たすことを証するカタログ等の資料（上記２の参考 

製品以外の製品を納入予定の場合。この場合、令和 4年 9月 13 日（火）正午まで

に提出すること。） 

 ⑵ 見積り合わせの結果の通知 

   見積り合わせの結果（契約の相手方、契約金額）は、契約の相手方に決定した者にの

み個別に通知するほか、以下の公正取引委員会ウェブサイトに掲示する。 

  【公正取引委員会ウェブサイト（調達情報）】 

   https://www.jftc.go.jp/soshiki/tyoutatsu/opkouhyou/index.html 

 ⑶ 暴力団排除に関する誓約 

   見積書の提出をもって、別記の「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとす

る。 

 

５ その他 



⑴ 部品等が分割されている場合は必要な組立てを施し、梱包材を取り外した上で、 

成品として即時使用できる状態で納入すること（納入場所における組立て作業可）。 

⑵  本件購入に伴う配送、組立て等に要する一切の諸経費を見積価格に含めること。 

 ⑶ 本仕様書に定めのない事項については、協議の上で決定する。 

 

６ 問い合わせ先 

  公正取引委員会事務総局官房総務課会計室用度係 

  電話：03-3581-5474 

  



 

 

（別記） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ。）は、下記事項について

誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

 また、公正取引委員会の求めに応じて当社の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生

年月日を含む。）ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び

生年月日の一覧表）等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供する

ことについて同意します。 

 

記 

 

１ 次のいずれにも該当しません。また、本契約満了まで該当することはありません。 

 ⑴ 契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代

表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい

う。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 ⑵ 契約の相手方として不適当な行為を行う者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて公正取引委員会の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２ 暴力団関係者を下請負又は再委託の相手方としません。 

 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委

託以降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して

個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）が暴力団関係者であること

が判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入

を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、公正

取引委員会に報告いたします。 


