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医療法人誠晴會



1 事業名
医療法人誠晴會 （グループホームふるさとの森） 認知症高齢者グループホーム新築に伴う
備品等購入

2 事業目的
新築にあたり、入居利用者の療養環境の利便性及び快適性の向上や業務の効率化を目的と
してベッド、家具、設備、備品等を設置管理する。

3 主な目的
受注者は、医療法人誠晴會（以下「当法人」という。）において、利用者が快適な療養環境の
中で生活することができるための備品等を納品、設置する。
なお、搬入・据付・配線・接続・調整並びに保証期間の修繕等の業務を含むものとする。

4 設置場所
図面上でのサイズ確認及び当施設担当者と打ち合わせを行うこととする。

5 特記事項
備品等の購入する品に関しては、下記 6 の分類ごとの入札とする。
（※ただし（2）（4）については一括入札のみとする。）
仕様については、下記 7 にて示す仕様を満たした新品のものとする。
据付・設置等が必要な備品については、当施設担当者と打ち合わせを行うこととする。
納品、設置後の保守サービスについては、連絡後1時間以内に調査、代替機の貸出等一次
対応を行うこと。

6 購入備品の内訳
（1）家具類
種類 品名 数量 設置場所

F①～F④、
F⑥～F⑧

F①電動ベッド本体、F②ベッド柵、F③ベッド柵（介助バー）、
F④マットレス、F⑥床頭台、F⑦チェスト、F⑧肘付きチェア（利用者
用）

各9 居室

F⑤ ベッドサイドテーブル 3 居室
F⑨ ダイニングテーブル 2 リビング
F⑩ 食堂チェア 9 リビング
F⑪ ソファーセット 1 リビング
F⑫ カウンターチェア 3 事務所
F⑬ インワゴン 3 事務所
F⑭ ファイルスタンドワゴン 2 事務所
F⑮ ホワイトボード 1 事務所
F⑯ テーブル 1 会議室
F⑰ ミーティングチェア 8 会議室

（2）家電類
種類 品名 数量 設置場所
E① テレビ 1 リビング
E② BD/HD/DVDﾚｺｰﾀﾞｰ 1 リビング
E③ 冷蔵庫 1 キッチン
E④ オーブンレンジ 1 キッチン
E⑤ 食器洗浄機 1 キッチン
E⑥ 掃除機 1 キッチン
E⑦ 炊飯器（1升炊） 1 キッチン
E⑧ 炊飯器（5合炊） 1 キッチン
E⑨ 洗濯機 1 洗濯室
E⑩ 空気清浄機 1 リビング
E⑪ 衣類乾燥機 1 洗濯室
E⑫ 衣類乾燥機ユニット台 1 洗濯室
E⑬ 加湿器 2 リビング
E⑭ 液晶テレビ 1 会議室
E⑮ テレビ台 1 会議室
E⑯ 空気清浄機 1 会議室
E⑰ 液晶テレビ 9 居室
O⑰ シュレッダー 1 事務室



（3）複合機類
種類 品名 数量 設置場所
O① 複合機 1 事務室
O② 給紙テーブル 1 事務室

（4）電話装置類
O③ ET-Si/S主装置 1 事務室
O④ 主装置スタンド（iA/SM） 1 事務室
O⑤ 4チャンネルIP電話インターフェース 1 事務室
O⑥ 4回線ボタン電話インターフェース（Si） 1 事務室
O⑦ 2回線PHSインターフェース（Si） 1 事務室
O⑧ 内蔵バッテリ（Si/S） 1 事務室
O⑨ ET  USBメモリA 1 事務室
O⑩ ET-Si36ボタン標準電話機（W） 2 事務室
O⑪ HI-D9PS電話機セット 5 事務室
O⑫ HI-D3接続装置＜ID＞S 1 事務室
O⑬ HI-D3接続装置＜ND＞S 1 事務室
O⑭ HI-D1取付金具A 2 事務室
O⑮ ET-Si取扱説明書 1 事務室
O⑯ 工事一式 1 事務室

（5）福祉用具類
種類 品名 数量 設置場所
W① 車いす 3 居室

（6）特殊浴槽
W② リフト付シャワーキャリー 1 浴室
W③ 専用バスタブ 1 浴室



7　各仕様等

（１）家具関係（Ricoh）
数量 仕様 番号

ミーティングチェア 8

下記テーブルにマッチするもの
天然木使用  張地は国産メーカーのもの
張地は国産メーカーの合皮タイプ
耐アルコール・耐次亜塩素酸
張地色選択可のもの

F⑰

テーブル 1

本体寸法（mm）H700×W2000×D850程度
ウォールナット無垢材 天板保護
8名が余裕を持って座れる大きさ
スタイリッシュなデザインのもの

F⑯

肘付きチェア（利用者用） 9

国産メーカー合皮張り（耐アルコール・次亜塩
素酸）木製
本体(mm)奥行 590×幅 600×高さ845程度
座面高(mm)410程度 アーム高(mm)595程度
肘掛けができるもの 張地色選択可のもの

F⑧

床頭台 9

本体寸法（mm）H880×W480×D465程度
表面材  木目柄  天板 スライドテーブル付
メラミン樹脂化粧板
本体 プリント化粧板
前板・戸板 MDFウレタン塗装
左右側面 タオルハンガー
2口コンセント  抽斗 鍵付  抗菌仕様
キャスター付（ストッパー付）双輪60mm
耐久性・耐汚染性・耐油汚性
材料はホルムアルデヒド対策認定製品
本体下から300mm程度は車いす等の衝突で
破損しにくい仕様
引き出しは大中小の3ヶ所
大はB4サイズの収納が可能なもの
TVアーム付（3軸タイプ）
イメージ図（寸法）要

F⑥

チェスト 9

本体寸法（mm）H900×W890×D450程度
表面材 木目柄  天板 メラミン化粧板
床頭台と同柄    本体 プリント化粧板
耐久性・耐汚染性・耐油汚性 抗菌仕様
材料はホルムアルデヒド対策認定製品
本体下から300mm程度は車いす等の衝突で
破損しにくい仕様
引き出しは4段でスライドレール付
最上段は小引き出し2杯（落下防止付）
2口コンセント付
外寸法 W900×D450×H900 程度

F⑦

ダイニングテーブル 2
本体寸法（mm）H700×W1800×D850程度
ウォールナット無垢材 天板保護
4～5名が食事ができる大きさ

F⑨

食堂チェア 9

上記のテーブルにマッチするもの
天然木使用のハイバックチェア
張地は国産メーカーの合皮タイプ
耐アルコール・耐次亜塩素酸
張地色選択可のもの

F⑩

ソファーセット 1

本体寸法（mm）H810×W1860×D870程度
座後面（ｍｍ）390程度
高齢者の立ち上がりに配慮
張地は国産メーカーの合皮タイプ
耐アルコール・耐次亜塩素酸
張地色選択可のもの

F⑪

ファイルスタンドワゴン 2

本体寸法（ｍｍ）Ｈ885×Ｗ677×Ｄ360程度
本体及びフレーム 粉体塗装
可動式Φ75ｍｍ以上のキャスター付（前輪ス
トッパー付）

F⑭

カウンターチェアー 3
背はメッシュ素材 座面はファブリック素材
座面昇降・奥行きの調整が可能なもの
シンクロリクライニング機能

F⑫

インワゴン 3

カウンター下に収納できる高さであること
H615×W395×D550（ｍｍ）程度
スチール粉体塗装
引き出しの数 3段（最上段は鍵付）

F⑬

ホワイトボード 1

本体寸法（ｍｍ）H1810×W1290×D525程度
本体及びフレーム 粉体塗装
回転ストッパー付き
キャスターブロック機構付（4個）

F⑮

シュレッダー 1

本体寸法（ｍｍ）H710×W390×D310程度
使用電源100V 投入口220ｍｍ程度
細断寸法4×26ｍｍ程度
チップボックス容量 28ℓ程度

O⑰

内容 単価 金額

消費税

リビング

ミーティ
ングルー

ム

居室

合計

事務室



（２）家電関係（宮園電工）
内容 数量 単価 金額 仕様 番号

テレビ 1

国産メーカー65型
パネル 液晶パネル
画素数3,840×2,160（4K）
高画質プロセッサー
HDMI入力端子4
地上デジタル放送が視聴できること
保証5年以上

E①

BD/HD/DVDﾚｺｰﾀﾞｰ 1 1TB、2番組同時、4K E②

冷蔵庫 1
537L、幅65cm
冷蔵室、製氷室（自動製氷）、冷凍
室、野菜室

E③

オーブンレンジ 1 18L、最高出力950W、オーブン、グリ E④

食器洗浄機 1
容量（食器点数）40点、前開きドア、
除菌機能付き

E⑤

掃除機 1

194×395×182mm
吸込仕事率650W、自走、紙パック
式、電源コード式（5.0m）、運転音
62dB

E⑥

炊飯器（1升炊） 1 1升炊き、保温機能付 E⑦
炊飯器（5合炊） 1 5合炊き、保温機能付 E⑧

洗濯機 1
全自動8ｋｇ
外形寸法（mm）
608×610×1,000程度

E⑨

空気清浄機 1
業務用（空気清浄適用床面積：100m
²（65畳）程度）

E⑩

衣類乾燥機 1
乾燥容量（6kg）
外形寸法（mm）
630×516×670 程度

E⑪

衣類乾燥機ユニット台 1
可動式で上記乾燥機が設置できるも
ので外形寸法（mm）760×449×930
程度の洗濯機の設置ができるもの

E⑫

加湿器 2
適用床面積
プレハブ洋室67畳（110m²）程度
木造和室40畳（67m²）程度

E⑬

ﾃﾚﾋﾞ･ﾚｺｰﾀﾞ据付・設置費 1 - -
冷蔵庫搬入据付費 1 - -
洗濯機・衣類乾燥機搬入据付費 2 - -
食器洗い乾燥機据付費 1 - -

液晶テレビ 1

国産メーカー42型
画素数 3,840×2,160（4K）
高画質プロセッサー
HDMI入力端子4
地上デジタル放送が視聴できること

E⑭

テレビ台 1

移動式ディスプレイスタンド
総耐荷重100kg
(※取付モニター/ディスプレイ：40kg
以下)
外形寸法（mm）740×760×高さ
1595程度

E⑮

空気清浄機 1

適用床面積（目安）
（加湿空気清浄）
プレハブ洋室 ～37m²（22畳）
木造和室 ～22m²（13.5畳）
（空気清浄）
～63m²（38畳）

E⑯

ﾃﾚﾋﾞ・ﾃﾚﾋﾞ台設置費 1 - -

液晶テレビ 9

22型
画素数1,920×1,080
HDMI入力端子2
地上デジタル放送が視聴できること
分波器・アンテナケーブル付属

E⑰

合計
消費税



（３）複合機類
数量 仕様 番号

複合機 1

デスクトップ式
メモリ 2GB
HDD容量 320GB
カラー対応 フルカラー
複写原稿 シート、ブッ
ク、立体物  最大原稿
サイズA3
階調 256階調
プリンタ、スキャナ、
ファックス機能付
参考型式
RICOH IM C2500F

O①

給紙テーブル 1

上記に適合するもの
であること
590枚×2段の増設給
紙テーブル

O②

※応札機種に変更等ある場合は仕様書を満たす事を条件に甲乙協議の上決定する。
・FAXの運用は本部で使用中の複合機を経由してFAXを送信出来る事
・単色、２色のコピー出力、プリンター出力はモノクロ単価である事
・指定色の消去が可能な事

消費税
合計

金額

複合機

内容 単価



（４）電話装置類
数量 仕様 番号

ET-Si/S主装置 1 O③
主装置スタンド（iA/SM） 1 O④
4チャンネルIP電話インターフェース 1 O⑤
4回線ボタン電話インターフェース（Si） 1 O⑥
2回線PHSインターフェース（Si） 1 O⑦
内蔵バッテリ（Si/S） 1 O⑧
ET  USBメモリA 1 O⑨
ET-Si36ボタン標準電話機（W） 2 O⑩
HI-D9PS電話機セット 5 O⑪
HI-D3接続装置＜ID＞S 1 O⑫
HI-D3接続装置＜ND＞S 1 O⑬
HI-D1取付金具A 2 O⑭
ET-Si取扱説明書 1 O⑮
工事一式 1 O⑯

※応札機種に変更等ある場合は仕様書を満たす事を条件に甲乙協議の上決定する。
・会話中戻っての録音機能を有する事

消費税

内容 単価 金額

電話

合計



（５）福祉用具関係（ベストケア・山下医科）
内容 数量 仕様 番号

介護ベッド 9

電動ベッド（3モーター）背、膝、高さ独立
寸法D2100×W900×H500（ｍｍ）程度
キャスター付（径Φ75mm）程度
ストッパー付
サイドレールの中央差しが可能な仕様
サイドレール受けを含めたバンパー部は
ボード色と同色の化粧パネルで覆われた
もの
低床タイプ（最低床高25cm以下）
手元スイッチ付
ギャッジ操作時の圧迫を防ぐため、背・膝
ボトムの角度が通常の動作中に常に90°
以上の角度を確保する制御を行うもので
あること
木製ボード、電着塗装 木調ダーク
不意な操作による挟まれ防止などの安全
確保のため、手元スイッチのボタンを2つ
以上同時に押した場合、誤操作とみなし
動作を停止する機能を有すること
転倒事故防止のため、ベッドがどの高さに
位置していてもベッドの外枠からキャス
ターがはみ出さない構造であること

F①

マットレス 9

幅830×長さ1900×厚さ90（mm）程度
上記のベッドに適合するもの
片面利用で裏面はベッドに対して滑りやす
い構造であること
次亜塩素酸ナトリウムで清拭できること
抗菌・防水・難燃

F④

ベッド柵（2本1組） 9
長さ969×高さ500（mm）程度
上記のベッドに適合するもの
2本で1セットとカウントすること

F②

ベッド柵（介助バー） 9
長さ1120×高さ521（mm）程度
上記のベッドに適合するもの
二重ロックのレバーを有する構造

F③

ベッドサイドテーブル 3
全幅808×奥行450×高さ80（mm）程度
上記ベッドで使用できるもの
耐荷重98N

F⑤

車いす 3

本体寸法（mm）H900×570W×D1000程度
シート高400ｍｍ
アルミ製自走型 解除ブレーキ付き
肘跳上式 ノーパンクタイヤ
背折れ式 アルミ製
脚部スイング
耐荷重100kg程度

W①

リフト付シャワーキャリー 1

椅子に座った状態のまま浴槽に入ること
が簡易となる装置
洗場から浴槽までの異動が可能なもの
耐荷重80kg以上

W②

納品設置費 1 - -

専用バスタブ 1

バスタブ寸法（mm）高さ500×縦1500×横
760程度
上記椅子で入浴できるもの
健常者にも利用しやすいもの

W③

金額単価

合計
消費税


