
１ 名称
液晶一体型及びノート型ﾊﾟｿｺﾝの借受け

２ 規格及 数量

【規格】
品 目 数量

1以上

【適合品①】
メーカー 数量

Core(TM)i3-8100T 11
メモリ 8GB 11
23.8型ワイド液晶 11
256GBフラッシュメモリディスク 11
スーパーマルチ(薄型) 11
フロントUSBポート(23.8inch液晶用) 11
4年間翌営業日以降訪問修理 11
リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加(Windows10 Pro 64bit版) 1

FMCEXT04L
FMC-SUB41
FMCRDD15Y

型 番 品 名 等

液晶サイズ ワイドタイプ23.8インチ以上(フルHD1920×1080ドット)

富士通

FMVK09001
ESPRIMO K558/Ｔ（国際エネルギースタープログラム対応モデル）

11Windows10Pro(64bit)
CPU     CeleronG4900T    :4GB HDD:500GB PS/2     ＆光学式   

FMCPRC0G3
FMC-MEM0CH
FMCLCD0CN
FMCHDD0MK
FMCBAY07P

8GB以上

11

液晶種類 IPSパネル方式であること。
電源 モニタの電源スイッチ操作又はキーボード動作で、PC電源をONにする機能付であること。
チルト・スイーベル チルト・スイーベル・高さ調節機能を有すること。

外形寸法
（モニタマウントPCの場合は、
ディスプレイ・本体をマウントした寸法）

音声 パソコン本体とディスプレイ本体にスピーカーを内蔵すること。
入力機器 日本語キーボード(109Ａ 有線式USB又はPS/2)＆マウス(光学式 有線式USB又はPS/2)
リカバリ媒体 プリインストールOSのメーカー純正リカバリ用媒体を添付すること(Windows10Pro64bit)

11

W560mm×Ｄ280mm以内(設置スペースを考慮した寸法としている)

モニタマウントキット
（モニタマウントPCの場合）

パソコン本体と同一メーカーであること、またはVESA規格品であり、モニタマウントキットの製造者または出荷元により、
納品するモニタ及びパソコンの取付と安定した設置が保証されていること。

その他

マルチディスプレイ対応であること。
グリーン購入法に適合していること。
エコマークラベル認証製品であること。
（モニタマウント型PCの場合は、PC本体とディスプレイともに対応していること。）
JEITA 定   PC 関  VOC放散速度指針値  基準 適合       
4年間 翌営業日以降 訪問修理 保証        

以下 規格及 数量 満  物品
※ 規格 示 物品 例    適合品  示      当該製品 指定         
※ 適合品以外 見積 場合  事前 担当課  同等 規格確認書及     等 仕様書 規格 満        分  書類 提出  担当課 確認及 署名 
 受けた後、入札日前日までに同等・規格確認書（原本）を経営企画課契約担当へ提出すること。

項 目 規 格

ストレージ SSD256GB以上
光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ内蔵、又はドッキングして本体と一体となるもの

インターフェース LAN   ×1以上 USB2.0準拠   3.0（3.1)準拠×6以上，    画像出力
（ディスプレイポート又はDVI-Dポート）×１以上

液晶一体型又は
モニタマウント型ＰＣ

形状 液晶一体型又はモニタマウント型ＰＣ
インストールＯＳ Windows10Pro(64bit)
ＣＰＵ インテル Corei3-8100T（3.1GHz）と同等以上
メモリ



【適合品②】
メーカー 数量

Mate MKL31/C-4(Win10Pro 64bit) タイプMC

256GB SSD(PCIe、暗号化機能付き) 11
8GB(4GB×2) 11

11

USB 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト) 11
標準添付品セット 11
標準保証拡張G6[4年間翌営業日出張修理] 11
２４型３辺狭額縁ＩＰＳワイド液晶ディスプレイ 11
再セットアップ用媒体(Windows 10 Pro 64ビット用DVD-ROM) 1

ノート型パソコン

【規格】
品　目 数量

日本語JIS標準配列キーボード（86キーまたは88キー）、ｷｰﾋﾟｯﾁ18.5～19mmとする

軽量小型であること

付属品 1

【適合品①】
メーカー 数量

12.5型ワイドﾌﾙHD液晶HD(1920 X 1080)(Webカメラなし)

128GB SSD 1

4GB (DDR4 PC4-19200 ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ×１） 1

1

1

USB光センサーマウス(ブラック) 1

1

1

標準添付品セット 1

再セットアップ用媒体(Windows 10 Pro 64ビット用DVD-ROM) 1

1

小型軽量ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(USB-C)

PC-K-PDDUH4
PC-K-NWB2T4 802.11ac無線LAN+ Bluetooth

PC-K-KEBEL4 LAN変換アダプタ

NEC

PC-VKT16BZG4 VersaPro UltraLiteﾀｲﾌﾟVB VKT16/B-4(Win10Pro 64bit) /Corei5-8250U (1.60GHz)
1

PC-K-LNBMF4
PC-K-HSB124
PC-K-MAB4T4
PC-K-C8BUS4 USB接続DVDｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ(黒）

PC-K-ACBND4

PC-K-KTB164
PC-K-BCB164
PC-K-EX4HK4 標準保証拡張G6（4年間翌営業日以降訪問修理）

リカバリ媒体
プリインストールOS及び適用可能搭載OSのリカバリ用媒体
(Windows 10 Pro 64bit)

型 番 品 名 等

LAN 有線と無線の両方に対応していること

その他

JEITAが定める「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合していること
グリーン購入法に適合していること
国際エネルギースタープログラム対応のこと
エコマークラベル認証製品であること

製品保証 4年間の翌営業日以降訪問修理が保証されていること

1

OS Windows 10 Pro(64bit)

CPU インテルCorei5-8250U(1.60GHz)と同等以上

メモリ 4GB以上

ストレージ フラッシュメモリディスク(SSD)128GB以上

光学ドライブ

LCD-E241N-CD2
PC-P-BCC164

項 目 規 格

ノート型
パソコン

形状 パソコン形状は、ノート型であること

スーパーマルチドライブ（外付け可）

インターフェース LANポート×1、USB3.0または3.1×2以上、HDMI×１以上

NEC
PC-P-KBEUH4
PC-P-KTC164
PC-P-EX4HK4

ディスプレイ 12.5型ﾜｲﾄﾞﾌﾙHDまたは13.3型ﾌﾙHD

キーボード

ACアダプタ

マウス USB光学式マウス

11
Windows10Pro64ビット Corei3-8100T(3.10GHz)

PC-P-HAC254
PC-P-MDC804
PC-P-C8CM24 ＤＶＤスーパーマルチドライブ（USB接続）&ディスプレイマウント・ブラケット

型 番 品 名 等

PC-MKL31CZG4



【適合品②】
メーカー 数量

1

ACアダプタ変更 標準→ECO Sleep対応 1

マウス添付(光学式) 1

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 1

1

３　賃貸借期間
     令和元年　10　月　　1日～令和　 5　年　　9月　　30日

４ 納入及び検査場所
札幌市下水道河川局河川事業課
札幌市豊平区豊平６条３丁目下水道庁舎５階

５ 連絡先
札幌市下水道河川局河川事業課
札幌市豊平区豊平６条３丁目下水道庁舎５階
TEL:011-818-3414 担当：  齋 藤

６ 特記事項
（1）納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせをすること。
（2）納入 際 電源投入 確認 行    

（5）機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。
（6）仕様書              及      （増設   含 ） 取付 行     納入     

型 番 品 名 等

FMCNSUB41 保証拡張（4年間翌営業日以降訪問修理）

（4）      設定及 調整 行  後  正常 一体   最良 状態 機能   場合  受注者 原因究明 協力     
   （         設定及 調整 別途本市 委託  業者 行  ）

（7）契約履行確保    選定  製品     等出荷元   出荷証明 求          場合 出荷引受書 提出 可能      参加 条件      
（8）同等品 判断  時間 要  事例    見積書提出期限   間 合             確認 要  時間 考慮  発注課 同等品 確認 依頼       

富士通

FMVU19011
LIFEBOOK U939/A 黒　ThunderboltTM3非対応ﾓﾃﾞﾙ

1Windows 10 Pro（64bit)、13.3型ﾌﾙHD、ｲﾝﾃﾙCorei5-8365U(1.60GHz)ﾌﾟﾛｾｯｻｰ、ﾒﾓﾘ4GB(4GB×1)、
SSD128GB、光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞなし、TPM2.0、LAN(1000BASE-T準拠＋802.11ac無線LAN+ Bluetooth)、USB3.1×3
（typeA×２、typeC×１）

FMV-NSM55 外付けｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ

FMCACA011
FMCPTD01X
FMCRDD1A6

（9）   期間終了後 製品      適正 処理 行    
（10）   期間終了 伴 機器 回収費用  受注者 負担    
（11）納入する機器は新品のメーカー製品として保証されているものであること。

  (3) ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ及びノート型ﾊﾟｿｺﾝは保証ﾒｰｶｰを統一する為に同一ﾒｰｶｰとする。


