仕様書
1.件名

大阪市西成区社会福祉協議会 OA 機器購入

2.設置機器及び数量

①包括事業用
サーバー１台、パソコン 5 台
②本館インターネットライン用
サーバー1 台、パソコン５台、NAS 1 台、ルーター1 台
③別館インターネットライン用
ルーター1 台

3.納期

平成３０年３月２３日(金) まで
※

4.納入場所

日程詳細はブレインサービス等と調整の上、協議する。

(本館) 大阪市西成区岸里 1 丁目 5 番 20 号 西成区合同庁舎 8 階
(別館) 大阪市西成区松 2 丁目 1 番 16 号

5.参加資格
(1)事務機器の取り扱い事業者で、過去に市･区社会福祉協議会と契約･物品納入実績がある者。
(2)大阪府の競争入札参加者名簿で登録されている者。
(3)大阪市暴力団等排除設置要綱第３条に定める入札等除外措置を受けていないこと、及び
要綱別表に掲げるいずれの措置案件にも該当しない者。
(4)国及びその期間並びに大阪府、大阪市、本会において入札停止処分を受けて２年間を経
過する者。
6.その他
(1)価格の提示
・別紙”２.見積内容”の通りに作成し、①から③のそれぞれを分けて提出する事
・上記費用に関する条件は、”(2)設置機器の条件”及び”(3)その他”に記載する条件を満たす事とする。
・見積金額は、税込表記とする。
(2)設置機器の条件
導入する機器は、下記の条件を満たすものであることとし、国産メーカーである事。
構成内容は下記の通りであること。また参考型番以外で見積書を提出する場合は、事前に当法人にカタ
ログ等を持参の上、許可をとること。

<1>設置機器に関するスペック等に関わる仕様について
①包括事業用 SV１台、PC5 台について
【SV】
(機器スペック)
OS

WindowsServer2012R2

CPU

Xeon E3-1220v6 以上

ﾒﾓﾘ

8GB 以上(DDR-2400 対応)

HDD

1TB 以上(但し RAID1 を構成しておる事)

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

DVD を読み取る事ができる装置内蔵

UPS

500VA 以上の機器

その他

修理時に使用できる再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ用の DVD 又は USB 媒体
(Microsoft 社の OS 用ﾒﾃﾞｨｱ不可)

保証

購入後 5 年間以上のﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証
(但し連絡後当日 2 時間以内に出張修理対応可能、24 時間 365 日対応)

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 USB 接続型で 2TB 以上の HDD を 2 本以上搭載。RAID1 構成である事。
(機器仕様)
・筐体幅が 180mm 以内であること
・使用環境が温度 5～40℃、湿度 10～85％(結露しない事)にて対応できること。
(参考型番)
SV：NEC 製 Express5800/GT110i
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置：BUFFALO 製

NP8100-2518YP5Y

HD-WL4TU3/R1J

【PC】
(機器スペック)
ﾀｲﾌﾟ

ﾉｰﾄ型

液晶ｻｲｽﾞ 15.6 型ﾜｲﾄﾞ以上
OS

Windows10 Professional 64bit

CPU

Core i3-6100U 以上

ﾒﾓﾘ

4GB 以上

HDD

500GB 以上

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁ

Office

Home & Business2016

その他

修理時に使用できる再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ用の DVD 又は USB 媒体(Microsoft 社の OS 用ﾒﾃﾞｨｱ不可)
AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄを 1 ﾎﾟｰﾄ以上搭載
PCI ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ TypeⅡ搭載
USB ﾎﾟｰﾄが 3 側面にそれぞれ有し、5 ﾎﾟｰﾄ以上搭載(内 2 ﾎﾟｰﾄ以上が USB3.0 対応)

ﾏｳｽ

ﾒｰｶｰ純正品を PC1 台に対して 1 つ以上

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・ﾃﾝｷｰ付ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
保証

購入後 1 年間以上のﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証(但し連絡後翌営業日に出張修理を行う事)

(参考型番)
NEC 製

VersaPro ﾀｲﾌﾟ VX

PC-VK23LXZGU

SV1 台、PC５台、NAS1 台、ルーター1 台

②本館インターネットライン
【SV・NAS】
(機器スペック)
OS

WindowsServer2012R2

CPU

Xeon E3-1220v6 以上

ﾒﾓﾘ

8GB 以上(DDR-2400 対応)

HDD

1TB 以上(但し RAID1 を構成しておる事)

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

DVD を読み取る事ができる装置内蔵

UPS

500VA 以上の機器

その他

修理時に使用できる再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ用の DVD 又は USB 媒体
(Microsoft 社の OS 用ﾒﾃﾞｨｱ不可)

保証

購入後 5 年間以上のﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証
(但し連絡後当日 2 時間以内に出張修理対応可能、24 時間 365 日対応)

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置 USB 接続型で 2TB 以上の HDD を 2 本以上搭載。RAID1 構成である事。
NAS

2TB 以上(但し RAID1 を構成しておる事) 構成である事。

(機器仕様)
・筐体幅が 180mm 以内であること
・使用環境が温度 5～40℃、湿度 10～85％(結露しない事)にて対応できること。
(参考型番)
SV：NEC 製

Express5800/GT110i

NP8100-2518YP5Y

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置：BUFFALO 製

HD-WL4TU3/R1J

NAS：BUFFALO 製

LS220D0402C

【PC】
ﾀｲﾌﾟ

ﾉｰﾄ型

液晶ｻｲｽﾞ 15.6 型ﾜｲﾄﾞ以上
OS

Windows10 Professional 64bit

CPU

Core i3-6100U 以上

ﾒﾓﾘ

4GB 以上

HDD

500GB 以上

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

DVD ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁ

Office

Home & Business2016

その他

修理時に使用できる再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ用の DVD 又は USB 媒体(Microsoft 社の OS 用ﾒﾃﾞｨｱ不可)
AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
SD ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄを 1 ﾎﾟｰﾄ以上搭載
PCI ｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄ TypeⅡ搭載
USB ﾎﾟｰﾄが 3 側面にそれぞれ有し、5 ﾎﾟｰﾄ以上搭載(内 2 ﾎﾟｰﾄ以上が USB3.0 対応)

ﾏｳｽ

ﾒｰｶｰ純正品を PC1 台に対して 1 つ以上

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ ｱｲｿﾚｰｼｮﾝｷｰﾎﾞｰﾄﾞ・ﾃﾝｷｰ付ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
保証

購入後 1 年間以上のﾊｰﾄﾞｳｪｱ保証(但し連絡後翌営業日に出張修理を行う事)

(参考型番)NEC 製

VersaPro ﾀｲﾌﾟ VX

PC-VK23LXZGU

【ルーター】
有機能 DHCP / DNS / LAN 分割可能 / ﾎﾟｰﾄ分離及びﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ可能 / ﾘﾝｸｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ可能
PPPoE ｾｯｼｮﾝ作成可能 / WebGUI による操作及び Telnet を使用しての操作可能
IPSec・L2TP・PPTP 接続設定可能 / MAC ｱﾄﾞﾚｽﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能設定可能
NAT ﾃﾞｨｽｸﾘﾌﾟﾀｰ搭載(NAT、静的 NAT、静的 IP ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ、PPTP ﾊﾟｽｽﾙｰ、IPsec ﾊﾟｽｽﾙｰ)
ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ 最大 2.0Gbit/s 以上
LAN 側 8 ﾎﾟｰﾄ以上 / WAN 側 1 ﾎﾟｰﾄ以上 / 設定用ﾎﾟｰﾄ 1 ﾎﾟｰﾄ以上

ﾎﾟｰﾄ数

microSD ｽﾛｯﾄ 1 ｽﾛｯﾄ以上
USB ﾎﾟｰﾄ

1 ｽﾛｯﾄ以上

【参考型番】 YAMAHA 製

③別館インターネットライン用

RTX1210

ルーター1 台

【ルーター】
有機能 DHCP / DNS / LAN 分割可能 / ﾎﾟｰﾄ分離及びﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ可能 / ﾘﾝｸｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ可能
PPPoE ｾｯｼｮﾝ作成可能 / WebGUI による操作及び Telnet を使用しての操作可能
IPSec・L2TP・PPTP 接続設定可能 / MAC ｱﾄﾞﾚｽﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ機能設定可能
NAT ﾃﾞｨｽｸﾘﾌﾟﾀｰ搭載(NAT、静的 NAT、静的 IP ﾏｽｶﾚｰﾄﾞ、PPTP ﾊﾟｽｽﾙｰ、IPsec ﾊﾟｽｽﾙｰ)
ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ 最大 2.0Gbit/s 以上
ﾎﾟｰﾄ数

LAN 側 8 ﾎﾟｰﾄ以上 / WAN 側 1 ﾎﾟｰﾄ以上 / 設定用ﾎﾟｰﾄ 1 ﾎﾟｰﾄ以上

microSD ｽﾛｯﾄ 1 ｽﾛｯﾄ以上
USB ﾎﾟｰﾄ

1 ｽﾛｯﾄ以上

【参考型番】 YAMAHA 製

RTX1210

<2>設置機器に関する仕様について
① 新造機であること(中古機は不可)。
② 本体及びその他すべての付属品は、指定する場所に納品すること。また、設置後全ての機器に対して
動作確認を行なうこと。
③ 本体及びその他すべての付属品の設置に伴って必然的に必要となる物品（接続部品等）については本
仕様書の記載の有無に関わらず、すべて提供すること。
④ 納品に際して、梱包材、不要と判断する付属品及びマニュアル等を撤去すること。
<3>機器に対する作業内容について
① 初期設定を済ませた上で納品する事。初期設定とは、下記を指す。
(SV)
初期設定：ﾕｰｻﾞｰ名・PC 名決定(任意の内容で同一内容がない事)、
Adobe Reader ｲﾝｽﾄｰﾙ、最新の WindowsUpdate 適用
(PC)
初期設定：ﾕｰｻﾞｰ名・PC 名決定(任意の内容で同一内容がない事)、Adobe Reader ｲﾝｽﾄｰﾙ、
Office 製品の認証、当法人指定のﾌﾟﾘﾝﾀﾄﾞﾗｲﾊﾞ設定、
最新の WindowsUpdate 適用
(ルーター)
初期設定は不要とする。
②初期設定に伴い、ログインパスワードを設定している際は、必ず当法人に設定したパスワードを書面
にて通達する事。
③納品時は製品を箱に入れた状態で納品する事。その際保証書等の同梱品は箱から出さずに納品する事。

(3)その他
① 万が一、機器に納品後 1 ヶ月以内に初期不良が発覚した場合は落札業者にて対応する事
② 本仕様内容に関する質問は FAX のみを原則とする(FAX：06-6656-0083)
③ 本仕様内容に記載のない事由が発生した場合は、落札業者と当法人にて協議を行った上で対応する事
④ 設置については、包括事業にて使用しておるソフトウェアのメーカーである株式会社ブレインサービ
スと連携をとり、円滑に設置を進める事

(4)入札日時
平成３０年１月３０日（火） 午後３時
(5)支払について
支払いについては、全ての作業終了後、
「社会福祉法人 大阪市西成区社会福祉協議会 宛」まで請求する
事。尚、支払いにかかる経費、振り込み手数料については、落札業者の負担とします。

以上
問い合わせ先
大阪市西成区社会福祉協議会 担当：中木
大阪市西成区岸里 1 丁目 5 番 20 号 西成区合同庁舎 8 階
電話 06-6656-0080 /

FAX 06-6656-0668

