
特記仕様書

No. 品目 規格・仕様 特記事項

1 床養生シート 施設備品 ・養生範囲：フロア全面（約2,240㎡）

・施設備品の敷設撤去費

・シートにゆるみが出ないよう、床面にしっかり密着させること

・養生テープを用い、シートが捲れることが無いよう措置すること

2 床養生シート（一般観覧席用） 1800mm幅　　320ｍ ・養生範囲：フロア約半面（観客席：約580㎡）

・フロア全面に貼り付ける養生シート（No.1）の上に重ねて養生すること

・シートにゆるみが出ないよう、床面にしっかり密着させること

・養生テープを用い、シートが捲れることが無いよう措置すること

3 床養生シート（土足通路用） 1800mm幅　10ｍ　2箇所 ・養生範囲：一般観覧席とエントランス出入り口の間（東側・西側の2箇所：約40㎡）

・段差があるため、通行者のつまづき等が無いよう措置をとること

・シートにゆるみが出ないよう、床面にしっかり密着させること

・養生テープを用い、シートが捲れることが無いよう措置すること

4 パンチカーペット W900mm（赤・青） ・選手控からリングまでの導線に敷設する

・8/1準々決勝競技終了後、レイアウト変更（2リング⇒1リング）を行う

・きれいなものを使用すること

5 ボクシングリング 日本ボクシング連盟規格適合品 ・発注者が別途手配する

6 コンパネ 1800*900*20 【リング用】

・リングの柱（1基につき9本）の位置に合わせ敷設すること

【体重計用】

・カーペット上に設置する体重計の水平を維持できるよう敷設する

・サイズについては、体重計を載せることができる大きさであれば指定より小さくても構わないものとする

・素足で乗る場合があるため、ささくれ等の無いきれいなものを使用すること

7・8 長机 W1,800×D450×H700mm程度 ・屋内専用品を用意すること

・きれいなものを使用すること

・施設備品・既存品を使用する場合の設置撤去費を含む

9 学校机 天板700*500　H750程度 ・きれいなものを使用すること

10 パイプ椅子（各部屋・施設備品） ・施設備品の設置撤去費

11 パイプ椅子（体育室備品） ・施設備品の設置撤去費

12 パイプ椅子（借り上げ品） ・屋内専用品を用意すること

・きれいなものを使用すること

13 ジャッジシステム 発注者手配（ノートPC） ・指定のプロジェクタと接続すること

・接続に必要なケーブル類の使用料を含む



14 スピーカー Electro-Voice SX300同等品 ・リングアナウンス用スピーカー

・スタンドを用い、１．５ｍ～２ｍの高さに設置すること

・8/1準々決勝終了後、リング１基分を撤去する

15 アンプ・ミキサー ・リングアナウンス用スピーカーに出力する

・会場後方でも音が明瞭に聞き取れる出力を有すること

・音楽CDの再生機能を有すること

・8/1準々決勝終了後、リング１基分を撤去する

16 有線マイク 卓上スタンド含 ・リングアナウンス席に設置の4本は卓上スタンドを含む

・リングごとに、アナウンス席のアンプに接続する

・ステージに設置する2本は、南側リングのアンプに接続する

17・18 マイクスタンド 施設備品 ・施設備品の設置撤去費

19 ゴング 発注者手配

20 電子ブザー ・ゴングの代わりに使用するものであり、競技中の会場後方でも明瞭に聞き取れる音量が鳴るものであること

21 プロジェクタ 12000ルーメン程度 ・各リングごとに、持ち込みのPC（ジャッジシステム）および借り上げ品のPCに接続する

接続に必要なケーブル等を含む ・会場の照明を全点灯した状態で、投影内容が会場後方からも明確に見えること

・接続後、動作状況の確認、調整を行うこと

・接続に必要なケーブル類の使用料を含む

・設置のタイミングは、7/28開会式終了後とする

・8/1準々決勝終了後、リング１基分を撤去する

22 スクリーン 180インチ程度 ・会場の照明を全点灯した状態で、投影内容が会場後方からも明確に見えること

リアタイプ ・設置のタイミングは、7/28開会式終了後とする

・8/1準々決勝終了後、リング１基分を撤去する

23 短焦点レンズ ・設置のタイミングは、7/28開会式終了後とする

・8/1準々決勝終了後、リング１基分を撤去する

24 ノートパソコン A4ノート型パソコン ・スペック：CPU　インテルCorei3以上　　記憶装置５００GB以上　メモリ４GB以上

ディスプレイ15インチ以上 ・出入力端子：USB2.0またはUSB3.0×3以上、D-sub15ピン、HDMI、LAN

テンキー付きキーボード ・OS：Windows7professionalまたはWindows10professional

マウス付属 ・アプリケーション：Microsoft　Office　Home＆Business　2010以降　、Adobe　reader　インストール済

・セキュリティソフトをインストールし、定義ファイルを最新のものに更新済のものであること

・所定の箇所に設置後、指定のプリンタ、プロジェクタ等と接続し、動作確認を行うこと

・設置場所及び台数

　記録本部　4台　、　プロジェクタ灯影位置　2台　、　　一般受付１台　、　審判控室１台

25 ポリバケツ 発注者手配

26 木槌 発注者手配

27 電工ドラム ・コンセント４口　容量１５A以上

・コード長３０ｍ以上



28 掃除機 業務用ハイパワー ・十分な吸引力のあるものとすること

・リング全体（９ｍ弱四方）を掃除するのに十分なコードの長さを有すること

29 クーラーボックス 15L ・きれいなものを使用すること

30 白布 ・長机の足元まで届くものとする

・きれいなものを使用すること

31 演台 施設備品 ・施設備品の設置撤去費

32 表彰盆 A3サイズ ・きれいなものを使用すること

33 衝立 W900*H1800程度 ・きれいなものを使用すること

ハードパネル　白色

34 デジタル体温計 ・誤差や電池切れがなく、清潔なものを使用すること

35 皮膚赤外線体温計 ・誤差や電池切れがなく、清潔なものを使用すること

36 防球フェンス 施設備品 ・施設備品の設置撤去費

３７・３８ 冷蔵庫 2ドア　１００Ｌ・１５０Ｌ ・きれいなものを使用すること

39 荷物棚 W1500*H1800*D300～400程度 ・スチール製アングル棚

4段 ・きれいなものを使用すること

40 モニタテレビ 32型以上 ・台等を用い、画面の下端が床面から１ｍ程度の高さになるよう設置すること

・「インハイTV」のインターネット中継用カメラと接続し、中継用映像を常時モニタに出力すること

・映像信号の取り出しに必要な機器及び接続ケーブルを含む

・信号の取り出しに必要な機器の規格については、撮影事業者と打ち合わせを行うこと

　※撮影機材は家庭用ビデオカメラ

41 ホワイトボード Ｗ1800程度 ・施設備品を使用する場合の設置撤去費を含む。

42 ハンガーラック Ｗ１５００程度 ・きれいなものを使用すること

43 ハンガー ・きれいなものを使用すること

44 カラープリンタ インクジェットプリンタ ・納品時のインクは新品の状態とすること

カセット給紙最大：A4 ・消耗品（インク）の予備を用意しておくこと

手差し給紙最大：A3 ・指定したノートパソコンと接続し、ドライバの設定を行うこと

４色独立式インクカートリッジ ・接続に必要なケーブル類を含む

45 複合機 カラーデジタル複合機 ・カウント料5,000枚分を料金に含む（超過分の単価は、契約締結後速やかに提出）

最大読み取りサイズ：A3 ・指定したノートパソコンと接続し、ドライバの設定を行うこと

最大印刷サイズ：A3 ・消耗品（トナー）の予備を用意しておくこと

給紙カセット4段 ・指定したノートパソコンと接続し、ドライバの設定を行うこと

手差し印刷可 ・使用マニュアルを備えておくこと

両面自動印刷可 ・毎日競技終了後に、組み合わせ表等（1部6枚～8枚）を400部程度連続コピーすることに

ソート・ステープル機能付き 　耐えるものであること

印刷速度　60枚/分（A4）以上 ・不具合が生じた場合、速やかに復旧または代替品の用意をすること

・接続に必要なケーブル類を含む



46 電気ポット 容量２リットル程度 ・清潔なものを用意すること

47 湯茶セット ・急須１、お盆１、湯呑（茶托含）５以上のセットとする

・清潔なものを用意すること

48 印刷機 リソグラフ（単色・黒） ・消耗品（インク・製版マスタ）の予備を用意しておくこと

最大読み取りサイズ：A3 ・使用マニュアルを備えておくこと

最大印刷サイズ：A3 ・毎日競技終了後に、組み合わせ表等（1部6枚～8枚）を400部程度連続印刷することに

印刷速度　120枚/分以上 　耐えるものであること

・不具合が生じた場合、速やかに復旧または代替品の用意をすること

49 NAS ・容量１TB以上

・記録本部設置のパソコン４台全てと接続し、設定を完了すること

50 無停電電源装置 ・ノートパソコンを安全にシャットダウンできる容量であること

・記録本部設置のパソコンのうち指定する1台に接続すること

51 レンタル携帯電話 ・契約等の手続きは受注者の、利用料金は発注者の負担とする

・電話番号が確定次第、発注者に通知すること

52 リング移動用台車 ・ボクシングリングを乗せての移動に耐えうるもの

53 シュレッダー 電動式　クロスカット ・A４用紙を横向きで投入できるもの

ダストボックス付 ・普通紙を一度に5枚程度以上裁断できるものとする

54 モバイルWiFiルーター ・指定した期間中、インターネット接続及びメール送受信が可能なよう、プロバイダ契約を行うこと

・契約等の手続きは受注者の、利用料金は発注者の負担とする

・通信は暗号化されたものであることなど、セキュリティに万全を期すこと

・記録本部設置のパソコン4台及び一般受付の１台と接続し、動作の確認を行うこと

55 無線通信機 イヤホンマイク、腰ホルダー付属 ・発注者による免許、登録等の申請が不要なものとする

充電式 ・充電器は連結式とするか、台数分のOAタップを用意するものとする

56・57 肘掛付き回転椅子 W500*D500程度 ・肘掛付きの事務椅子とする

座面高400程度 ・きれいなものを使用すること

58 回転丸椅子 φ400*H400程度 ・きれいなものを使用すること

59 デジタル血圧計 ・電池式で、誤差等がなく、清潔なものを使用すること

60 デジタル体重計 タニタ　WB-150同等品 ・健診会場で使用するものは、計量検査所での検定済みのものとする

秤量　１００ｋｇ以上　　目量　５０ｇ 　その他についても、同等の精度が確保できるものとする

・正確な測定ができるよう、水平に設置すること（床がカーペット等の場所においてはコンパネを敷く）

・宿舎への設置にあたっては、各施設と打ち合わせを行うこと

・清潔なものを使用すること

61 脱衣かご ・ジャージ上下、Tシャツ程度が収まるものとする

・きれいなものを使用すること



62 診察台 1800*900程度 ・折り畳み式のもの

角枕付、ビニールレザー ・清潔なものを使用すること

63 靴乾燥機 ツインバードＳＤ４５４６同等品 ・きれいなものを使用すること

64 クーラーボックス １５０Ｌ程度 ・きれいなものを使用すること

65 傘袋スタンド ・傘袋各5,000枚付きとする

66 足ふきマット ・吸水性の高いものを用いること

67 手提げ金庫

68 どぶ漬け 飲料メーカー手配

69 布パーテーション W1365*H1800程度 ・きれいなものを使用すること

70 拡声器 ・アップ会場全体に聞こえるような音量が出せるもの

71 長尺プリンター 発注者手配


