
別紙様式１ 

                                           平成  年  月  日 

 

    宮崎県工業技術センター 

所長  野間 純利 殿 

    

        住 所 〒                            

       （ふりがな）                 

        商号又は名称                           

 

        債権者番号                            

       （ふりがな）                 

        氏  名                                                     印 

       （法人にあっては,代表者の職氏名）  

 

        電  話            （          ）        －          

     

競争入札参加に必要な書類について（提出） 

 

 宮崎県が行う物品の借入等に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて提出します。 

  この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 納入しようとする物品構成  

機  種 品    名 型   名 

ファイルサーバ及び情報

システム機器等一式 
別紙①のとおり 別紙①のとおり 

※仕様書の参考機種と異なる機器に関しては、カタログ等を添付して仕様書にある各スペック

等の該当部分をマーキングすること。 

 

２ 要求仕様 

項    目 内     容 証     明 

(1)機能 要求仕様に基づくすべての機能を有

していること。 
別紙①のとおり 

(2)物品の設置・設

定・動作確認 

要求仕様に基づく物品の設置・設

定・動作確認が可能であること。 

(3)保守体制 要求仕様に基づく保守が可能である

こと。 
別紙②のとおり 

※保守体制の証明書類（別紙②）については、規格はＡ４判で様式は任意とします。 

 

              申請書類提出者                             

 

                          連絡先電話番号                             

 

                          電子メールアドレス                           
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（１）ファイルサーバ（NAS） 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 1Uラックマウント型（ラック取付）   

CPU 性能が

仕様を満たす

ことを証明す

るベンチマー

クテスト等の

データを提出

すること。同

型番の場合は

不要。 

 

CPU Quad-core 64-bit AMD 2.0GHz以上   

メインメモリ 8GB以上   

ハードディスク 4TB×4以上（RAID5構成）   

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 4

ポート 

  

②ローカル USB3.0×2 ポート以上   

冷却ファン 2基以上   

電源 AC100V 60Hz 

冗長化により2 個以上搭載していること。

（ホットプラグ対応） 

  

想定同時アクセス数 約50台（Microsoft Windows 7、10） 

ストレスなく読込・書込等が可能なこと。 

 

 

 

 

その他 ・スナップショット機能を有していること。

・サーバにアクセスするために、別途ライセ

ンス(CAL)が必要ないこと。 

・メーカー5年オンサイト保守（24時間365

日受付、 短翌営業日対応） 

  

 

（２）バックアップ装置（NAS） 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 1Uラックマウント型（ラック取付）   

CPU 性能が

仕様を満たす

ことを証明す

るベンチマー

クテスト等の

データを提出

すること。同

型番の場合は

不要。 

 

CPU Quad-core Intel Celeron 2.0GHz以上   

メインメモリ 4GB以上   

ハードディスク 4TB×4以上（RAID5構成）   

動作温度 0～40℃   

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 2

ポート 

  

②ローカル USB ポート（背面 4 ポート以上）   

電源 AC100V 60Hz   

その他 メーカー5年オンサイト保守   
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（３）無停電電源装置 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料No

形式 1Uラックマウント型（ラック取付）    

出力容量（上限） 750VA   

出力コンセント 4個以上   

バックアップ時間 4分以上   

動作温度 0～40℃   

電源 AC100V 60Hz   

その他 ・UPSの状態が分かるLCDを搭載しているこ

と。 

・ネットワーク経由でUPSの管理が可能なこ

と。 

・メーカー5年オンサイト保守 

  

 

（４）サーバ切替器 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 19インチLCD一体型KVMドロワー（1U）（ラ

ック取付） 

  

 

 

ポート数 8ポート以上   

ポート選択方式 プッシュボタン、OSD、ホットキー   

電源 AC100V 60Hz   

ケーブル KVMケーブル(3m以上) 

[PC側：USB、D-Sub 15ピンオス] 

 

 

 

 

 

（５）ファイアウォール① 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 1Uラックマウント型（ラック取付）    

ファイアウォールス

ループット 

2.5 Gbps以上   

ファイアウォールポリシー 10,000以上   

ネットワークインタ

ーフェース 

GbE WAN インタフェース×2ポート、GbE 

スイッチインタフェース×14ポート、GbE 

DMZ インタフェース×1ポート 

  

その他 アンチウイルス、IPS、Webフィルタリング、

アンチスパム機能 

  

電源 AC100V 60Hz   

その他 メーカー5年オンサイト保守   
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（６）ファイアウォール② 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料No

形式 1Uラックマウント型／デスクトップ型（ラッ

ク取付） 

※デスクトップ型の場合、ラックマウントキ

ットによりラックに取り付けること 

   

ファイアウォールス

ループット 

1.5 Gbps以上   

ネットワークインタ

ーフェース 

GbE WAN インタフェース×2ポート、GbE 

LAN インタフェース×7ポート、GbE DMZ 

インタフェース×1ポート 

  

電源 AC100V 60Hz   

その他 メーカー5年オンサイト保守   

 

（７）ノートパソコン① 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 A4判ノートタイプ   

CPU 性能が

仕様を満たす

ことを証明す

るベンチマー

クテスト等の

データを提出

すること。同

型番の場合は

不要。 

 

CPU Intel Corei5 7200U 2.5GHz以上   

メモリ 8GB以上   

補助記憶装置    

 ①ハードディスク SSD:256GB以上、本体内蔵型   

②DVD/CDドライ

ブ 

DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型   

表示機能    

 ①ディスプレイ 15.6 インチ以上 TFT カラー液晶   

②解像度等 フルHD、1677万色以上   

入力装置    

 ①マウス USB接続スクロール機能付光学式マウス   

②キーボード JIS標準配列準拠（テンキー付）   

電源 ACアダプタ   

バッテリ駆動時間 約2.5時間、内蔵型   

外部インターフェイス    

 ①USB USB 3.0×4個以上   

②ディスプレイ アナログRGB×1、HDMI×1   

ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自 動 認

識 、 内 蔵 無 線 LAN 機 能 IEEE 

802.11a/b/g/n/ac対応 
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LANケーブル（CAT5e）2mを添付すること。

OS Windows10 Pro64ビット（日本語版）   

ソフトウェア    

 ①ワープロ ジャストシテム 一太郎 Pro3又は 

一太郎 Government 8以上 

 

 

 

 

②オフィス Microsoft Office Standard 2016   

③PDF作成編集 Adobe Acrobat Standard 2017   

盗難防止器具 コンピュータの持ち出しを防止する器具（ワ

イヤーケーブル、ダイヤルキー）を設置する

こと。 

  

その他 メーカー5年オンサイト保守   

 

（８）ノートパソコン② 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 A4判ノートタイプ   

CPU 性能が

仕様を満たす

ことを証明す

るベンチマー

クテスト等の

データを提出

すること。同

型番の場合は

不要。 

 

CPU Intel Corei5 6300U 2.4GHz以上   

メモリ 8GB以上   

補助記憶装置    

 ①ハードディスク SSD:256GB以上、本体内蔵型   

②DVD/CDドライ

ブ 

DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型   

表示機能    

 ①ディスプレイ 13.3 型ワイド程度 TFT カラー液晶   

②解像度等 フルHD、1677万色以上   

入力装置    

 ①マウス USB接続スクロール機能付光学式マウス   

②キーボード JIS標準配列準拠   

電源 ACアダプタ   

バッテリ駆動時間 約10時間以上、内蔵型   

外部インターフェイス    

 ①USB USB 3.0×3個以上   

②ディスプレイ ア ナ ロ グ RGB × 1 、 HDMI × 1 ま た は

DisplayPort×1以上 

  

ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自 動 認

識 、 内 蔵 無 線 LAN 機 能 IEEE 

802.11a/b/g/n/ac対応 

LANケーブル（CAT5e）2mを添付すること。
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OS Windows10 Pro64ビット（日本語版）   

ソフトウェア    

 ①ワープロ ジャストシテム 一太郎 Pro3又は 

一太郎 Government 8以上 

 

 

 

 

②オフィス Microsoft Office Standard 2016   

③PDF作成編集 Adobe Acrobat Standard 2017   

その他 ・持ち運びに適したサイズであること。

（W:321mm、D:228mm程度） 

・パソコンバッグ（ACアダプタ、マウス収

納可能）を添付すること。 

・メーカー5年オンサイト保守 

  

 

（９）デスクトップパソコン 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

形式 デスクトップタイプ（コンパクト型）   

CPU 性能が

仕様を満た

すことを証

明するベン

チマークテ

スト等のデ

ータを提出

すること。同

型番の場合

は不要。 

 

CPU Intel Corei5 7600 vPro 3.5GHz以上   

メモリ 8GB以上   

補助記憶装置    

 ①ハードディスク SSD:256GB以上、本体内蔵型   

②DVD/CDドライ

ブ 

DVDスーパーマルチドライブ、本体内蔵型   

表示機能    

 ①グラフィックス 

アクセラレータ 

Intel HD Graphics 630 以上   

②解像度等 DVI-D 大1920×1200ドット、1677万色以

上 

  

入力装置    

 ①マウス USB接続スクロール機能付光学式マウス   

②キーボード JIS標準配列準拠（テンキー付）   

電源 AC100V 60Hz   

外部インターフェイス    

 ①USB USB 3.0×6個以上   

②ディスプレイ DVI-D×1   

モニタ 19型以上（ワイド型またはスクエア型）   

ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自 動 認

識 

LANケーブル（CAT5e）2mを添付すること。
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OS Windows10 Pro64ビット（日本語版）   

ソフトウェア    

 ①ワープロ ジャストシテム 一太郎 Pro3又は 

一太郎 Government 8以上 

 

 

 

 

②オフィス Microsoft Office Standard 2016   

③PDF作成編集 Adobe Acrobat Standard 2017   

盗難防止器具 コンピュータの持ち出しを防止する器具（ワ

イヤーケーブル、ダイヤルキー）を設置する

こと。 

  

その他 メーカー5年オンサイト保守   

 

（１０）プリンタ① 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

方式 半導体レーザーまたは LED 方式   

 

 

大プリント解像度 1200dpi／9600dpi 相当   

カラー対応 フルカラー   

メモリ 2GB 以上   

印刷速度 A4：50 ページ／分（モノクロ片面） 

A4：45 ページ／分（カラー片面） 

 

 

 

 

ファーストプリント カラー：7.0 秒、モノクロ：4.9 秒（A4 片面

印刷） 

  

用紙サイズ A3～はがき   

対応紙質 普通紙、薄紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、

コート紙、ラベル紙、封筒、長尺 

  

給紙段数 4 段（4 トレイ）以上＋手差しトレイ   

給紙容量 590 枚以上×4 トレイ＋手差しトレイ 100 枚

以上 

  

有効印字領域 上下左右 5mm（封筒 10mm）   

自動両面印刷機能 有   

操作パネル カラー液晶タッチパネル搭載 

（8.4 インチ以上で操作性に優れているこ

と） 

  

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 1000Base-T／100BASE-TX／10BASE-T×

1 

  

②ローカル USB2.0×1   

対応 OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows 8／   
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8.1（32bit／64bit）／Windows 10（32bit

／64bit） 

電源 AC100V 60Hz   

消費電力 1500W 以下   

環境配慮 国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グ

リーン購入法』）適合品であること。 

  

その他 ・留め置き印刷機能（本体パネルからジョブ

を選択し、印刷を実行する機能）を有するこ

と。 

・ペディスタル附属 

・メーカー5 年オンサイト保守（特定部品込）

  

 

（１１）プリンタ② 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

方式 半導体レーザーまたは LED 方式    

大プリント解像度 2400dpi 相当   

カラー対応 モノクロ   

印刷速度 A4：43 ページ／分   

ファーストプリント モノクロ：6.3 秒（A4 片面印刷）   

用紙サイズ A3～はがき   

対応紙質 普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハ

ガキ、ラベル紙、封筒 

  

給紙段数 2 段（2 トレイ）以上＋手差しトレイ   

給紙容量 250 枚以上×1 トレイ、550 枚以上×1 トレ

イ、手差しトレイ 100 枚以上 

  

有効印字領域 上下左右 5mm（封筒 10mm）   

自動両面印刷機能 有   

操作パネル LCD パネル搭載   

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 1000Base-T／100BASE-TX／10BASE-T×

1 

LAN ケーブル（CAT5e）2m を添付すること。

  

②ローカル USB2.0×1   

対応 OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows 8／

8.1（32bit／64bit）／Windows 10（32bit

／64bit） 
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電源 AC100V 60Hz   

消費電力 1500W 以下   

環境配慮 国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グ

リーン購入法』）適合品であること。 

  

その他 ・留め置き印刷機能（本体パネルからジョブ

を選択し、印刷を実行する機能）を有するこ

と。 

・メーカー5 年オンサイト保守 

  

 

（１２）プリンタ③ 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

方式 半導体レーザーまたは LED 方式    

大プリント解像度 2400dpi 相当   

カラー対応 モノクロ   

印刷速度 A4：43 ページ／分   

ファーストプリント モノクロ：6.3 秒（A4 片面印刷）   

用紙サイズ A3～はがき   

対応紙質 普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハ

ガキ、ラベル紙、封筒 

  

給紙段数 1 段（1 トレイ）以上＋手差しトレイ   

給紙容量 250 枚以上×1 トレイ、手差しトレイ 100 枚

以上 

  

有効印字領域 上下左右 5mm（封筒 10mm）   

自動両面印刷機能 有   

操作パネル LCD パネル搭載   

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 1000Base-T／100BASE-TX／10BASE-T×

1 

LAN ケーブル（CAT5e）2m を添付するこ

と。 

  

②ローカル USB2.0×1   

対応 OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows 8／

8.1（32bit／64bit）／Windows 10（32bit

／64bit） 

  

電源 AC100V 60Hz   

消費電力 1500W 以下   
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環境配慮 国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グ

リーン購入法』）適合品であること。 

  

その他 メーカー5 年オンサイト保守   

 

（１３）大判プリンタ 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

大解像度 2400×1200dpi   

 

 

プリントヘッド MBK／BK／C／M／Y／R（6 色、顔料イン

ク） 

  

給紙方法 手差し（カット紙）、ロール紙   

使用可能用紙サイズ ロール紙 幅 ： 254mm （ 10inch ） ～

1,118mm（44inch） 

  

手差し 小：203mm（8inch）×203mm 

～  

大： 1,118mm（44inch）×

1,600mm 

  

印刷可能領域 ロール紙 先端余白 5mm、後端余白 5mm、

左右余白：5mm 

  

手差し 先 端 余 白 5mm 、 後 端 余 白

23mm、左右余白：5mm 

  

用紙厚 手差し（カット紙／前面）：0.07～0.8mm、

ロール紙：0.07～0.8mm 

 

 

 

 

大印刷可能長 18m   

大用紙幅 1,118mm（44inch／B0 ノビ）   

インターフェイス    

 

 

①ネットワーク 100BASE-TX／10BASE-T×1 

LAN ケーブル（CAT5e）5m を添付するこ

と。 

  

②ローカル Hi-Speed USB×1   

対応 OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows 10

（32bit／64bit）／MacOS X 10.6.8 以降 

  

電源 AC100V 60Hz   

消費電力 200W 以下   

環境配慮 国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律（平成 12 年法律第 100 号、通称『グ

リーン購入法』）適合品であること。 

  

その他 ・ Microsoft Office （ Word 、 Excel 、   
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PowerPoint）で作成したファイルを容易に

印刷できるプラグイン等を添付すること。 

・メーカー5 年オンサイト保守（プリントヘ

ッド込） 

 

（１４）電子黒板 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

画面サイズ 65型ワイド以上    

パネル ①液晶パネル（保護ガラスは強化ガラスで

あること） 

②マルチタッチ： 大10点（コントローラ

ー装着時は 大1点） 

③映り込み防止機能を搭載していること 

④一体型電子黒板（後付け、外付けタイプ

でないこと） 

  

バックライト LED方式   

大解像度 1,920×1,080ドット   

スピーカー 12W＋12W以上   

外部インターフェイス 映像入力コ

ネクタ 

VGA×1、HDMI×1、DVI-D

×1、DisplayPort×1 以上 

  

音声入力コ

ネクタ 

ス テ レ オ ミ ニ ジ ャ ッ ク

(φ3.5mm)×1 

  

映像出力コ

ネクタ 

HDMI×1   

USB USB3.0×4   

電源 AC100V 60Hz   

消費電力 300W 以下   

スタンド ・キャスター（ストッパ付）付きで移動可

能であること（電子黒板と同メーカーの製

品） 

・棚板付き 

・電子黒板を取り付けた状態で、奥行き

820mm以下であること。 

  

電子黒板機能 ①専用ペン（消しゴム機能付）や指先で書

き込み可能であること。 

②図形やスタンプ、直線を描画可能である

こと。また、書き込み内容を編集（拡大・

縮小、コピーペースト）可能なこと。 
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③パソコンやタブレットの内容を、専用ソ

フトのインストール不要で、ディスプレイ

に表示、書き込み可能であること。 

④画面に書き込んだ内容をPDFファイルと

して、USBメモリへ保存可能であること。

また、プリンタで直接印刷可能であること。

⑤電源オフ時に、書き込んだ内容を自動で

データ消去すること。 

⑥電子黒板に表示させた内容を、他の機器

に表示可能なこと。 

プリンタ ・電子黒板に表示されている内容を、パソ

コン等を介さず、直接印刷可能なプリンタ

を付属すること。 

・フルカラー対応、インクジェット方式で

あること。 

・スタンドに設置可能であること。 

  

その他 ・専用ペン×1本以上付属 

・電子黒板に表示させた内容を、他の機器

に表示させるために必要なライセンス料を

含むこと。 

・本体、付属品等の5年間の保守料を含むこ

と 

  

 

（１５）無線 LAN アクセスポイント 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

無線LAN規格 IEEE 802.11b/g/n （ 2.4GHz 帯 ）、

IEEE802.11a/n/ac（5GHz帯） 

   

接続端末数 5GHz帯： 大50台、2.4GHz帯： 大50台

（合計100台） 

  

認証方式 オープン、PSK、WPA/WPA2 パーソナル、

WPA/WPA2 エンタープライズ 

  

暗号化方式 CCMP(AES)、TKIP、WEP(64bit/128bit)   

セキュリティー機能 プライバシーセパレータ、Any 接続拒否、

MACアドレスフィルタリング(1VAPあた

り 大256件)、パスワード設定、接続台数

制限、送信出力調整機能、ステルス SSID

  

ロギング機能 メモリに蓄積（10,000件以上）   

RADIUS サーバー 本体に搭載（ 大2000件認証、EAP-PEAP   
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（MSCHAPv2）、EAP-TLS、MACアドレ

ス/接続SSID制限対応） 

有線LANインターフ

ェイス 

1000Base-T／100BASE-TX／10BASE-T

×2（リンクアグリゲーション対応） 

  

動作温度 0～50℃   

電源 AC100V 60Hzで動作するようACアダプタ

等を添付 

  

その他 ・タグVLAN(IEEE 802.1Q) 

・平置き、壁掛け、天井設置可能なこと。

・LANケーブル（CAT5e）5mを添付する

こと。（配線工事等は不要） 

・先出しセンドバック保守5年 

  

 

（１６）ウイルス対策ソフト 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

対応OS Windows 7（32bit／64bit）／Windows 8

／8.1（32bit／64bit）／Windows 10（32bit

／64bit） 

   

その他 管理サーバー不要で、Webブラウザからク

ラウド上の管理画面にログインすること

で、一括管理が可能なこと 

  

 

（１７）物品の設置・設定・動作確認 

仕様項目 仕様内容 回答 補足説明 資料 No

設定・動作確認 プリンタ（大判プリンタ含む）については、

指定するパソコンにドライバ等のインスト

ールを行い、ネットワーク設定及び動作確

認を行うこと。 

 導入時に行う

作業である以

下の項目を確 

認すること。 

 

期限 平成30 年1月31 日までに物品の導入、据

付、環境設定、動作確認を行うこと。 

  

 

 



ファイルサーバ及び情報システム機器等の賃貸方式について 
 

  宮崎県が行うファイルサーバ及び情報システム機器等の借入に係る入札に関し、弊社が落札した

場合には、下記のとおり、           をして、宮崎県に賃貸する方式を利用すること

を           とともにここに誓約します。 

 

記 

宮崎県に賃貸する方式について 

  １  賃貸借契約の締結 

      賃貸借契約は、宮崎県と弊社と           との三者間で締結します。 

  ２  賃貸債務の履行 

       賃 貸 債 務 に つ き ま し て は 、 弊 社 の 責 任 に お い て 賃 貸 借 契 約 に 定 め た 条 件 で       

に履行させます。 

  ３  賃貸料 

   (1) 賃貸価格 

       弊社が落札した賃貸料で           から賃貸します。 

   (2) 賃貸料の請求   

       上記賃貸料を           から請求します。 

  ４             の債務不履行 

                 が正当な理由なく賃貸借契約に定められた債務を履行しない場合は、

弊社が債務を履行します。   

 

平成  年  月  日 

 

  宮崎県工業技術センター所長  殿 

 

    （弊 社） 

      住    所   〒 

 

      （ふりがな） 

      商号又は名称 

      （ふりがな） 

      氏    名（法人の場合は代表者職氏名）                                   印 

 

    （第三者） 

      住    所   〒 

 

      （ふりがな） 

      商号又は名称 

      （ふりがな） 

      氏    名（法人の場合は代表者職氏名）                                   印 


