
１．機種および台数

２．設置場所及び納品

３．機器等仕様

４．納品期限

・２０１９年１２月２７日
①ノート型パソコン（品目１）のうち2台、およびデスクトップ型パソコン（品目２）のうち2台は落札
後、可能な限り早急に先行納品すること。
②先行納品以外のパソコンについても、準備出来次第納品を行うこと。

５．契約

６．その他

パソコン等購入　仕様（概要）

　下記の物件については、別紙「パソコン等購入仕様（詳細）」に適合した同一モデ
ルを納入するものとする。

３．Microsoft Office 2019 Standard   60ﾗｲｾﾝｽ

１．ノート型パソコン（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ／本体・付属品を含む）

別紙

（１）

・別紙「パソコン等購入仕様（詳細）」（１）（２）（３）のとおりとする。
・メモリ増設等を行い、仕様に基づく内容が設定済みの状態で納入するものとする。
・指定した期日までにMACアドレス・製造番号等の一覧表を作成し、納品すること。

  35台

４．富士通　Portshutter  Premium(同等品可)

・納品または業務の履行にあたって車両を使用する場合は、ディーゼル車規制適合車
を使用すること。また、納品の際に職員が使用車両の自動車検査証（車検証）などの
提示を求めたときには、速やかに提示すること。

・納品に際し建築物等に損傷を与えないように注意し、安全な作業環境の確保と周辺
に対する安全性に配慮すること。
・納品に際し建築物に損傷を与えた場合は、担当課に速やかに報告し、その指示を受
けること。

・機器保守契約（メーカー標準保証期間経過後の保守）は、本契約の対象外とする。
・初期不良及びメーカー標準保証期間中の故障については、機器交換又は無償出張に
よる部品交換及び修理、取次ぎ等の必要な作業を迅速に行うものとする。

２．デスクトップ型パソコン（ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ／本体・付属品を含む）   25台

（３）

・パソコンは町田市民病院内の指定した場所へ納品するものとする。

品　目 購入数

  60ﾗｲｾﾝｽ
５．パスワードロック機能搭載USBメモリ　8G 60個

（２）

（３）



ノート型条件 備考

指定なし

ノート型

Windows10 Pro 正規版（64bit） （注１）

Intel（R）Core i5 プロセッサ　第7世代もしくは第8世代

カラーTFT液晶ノングレア 15.6型以上

HD対応以上

スピーカー内蔵

メインRAM 標準（ﾒﾓﾘ変更後） ８GB

固定ディスク ＳＳＤ   256GB以上 serial ATA規格

光学ディスク DVD-ROM
書き込み不可・読み
込み可

初期設定
BIOS設定保護用の管理者パスワードを設定できること。

ブートメニューでFD・CD-ROM・LANより
起動できないように設定できる、もしくは起動の優先順位を変更できること

ロゴ設定 PCの電源を入れた際に指定したロゴを表示できるようにすること。

AC100V±10％／50/60Hz、リチウムイオンバッテリ搭載

USB USB3.0準拠 × 4以上

LAN 1000BASE-T／100BASE-TX準拠

無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（WPA、WPA２、WEP、AES、TKIP対応）

アナログRGB ミニD-SUB 15ピン

音声等 マイク入力、ヘッドフォン出力端子

入力装置 キーボード
JIS標準配列ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、テンキーボード装備のものもしくはUSBテンキーボードを

添付

区分 M , N , R のいずれか

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 上記区分に対する消費効率基準に適合すること

CD-ROM 再セットアップCD-ROMを添付 （注２）

マウス 光学式USBマウス（ホイール付き・２ボタン）

冊子体またはPDFファイルで標準添付 （注３）

町田市グリーン購入ガイドラインに適合するものであること

交換又は無償出張修理

海外メーカー（日本法人を有するメーカーを含む）製パソコンを納品する場合、
保守サービスを5年付帯すること

（注４）

指定した期日までにMACアドレス・製造番号の一覧をEＸＣＥＬファイルにて納
品すること。

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

Windows10　バージョンは１９０３

初期不良への対応

工場出荷時のリカバリーメディアを2セット以上
（リカバリー手順書を作成すること）

冊子体、メディアの納品は２セット以上

保守サービス内容は、　①障害発生時の原因調査　②ハードウェア故障に対して修理を実施（オンサイト）　③ハードウェ
ア・ソフトウェア修理の際、町田市民病院使用ソフトウェアの再インストールを実施　④障害復旧時の報告

備考

保守

環境配慮

省エネ法に基
づく表示区分

補助記憶装置
（内蔵）

電源
本
体

CPU

スピーカー

最大解像度

液晶パネル

パソコン等購入　仕様（詳細）（１）
ノート型PC： 35台

マニュアル

経済産業省告示第74
号　「電子計算機の
性能の向上に関する
製造時業者等の判断
の基準等」に適合す
ること

インタフェー
ス

ＯＳ

仕様項目

メーカー

形状

BIOS



条件 備考

指定なし

セパレート型(本体・モニター分離型)

液晶パネル カラーTFT液晶 ２０．７型ワイド

最大表示面積 水平：約340mm×垂直：約270mm程度

標準視野角度
・左右160°程度以上
・上下150°程度以上

角度調整範囲
（縦）

角度調節範囲　15º 程度以上

表示色 1677万色程度

表示解像度 1280×1024ﾄﾞｯﾄ

Ｄ-sub、HDMI、DVI-D

プラグ&プレイ機能 VESA DDC2B対応 

スピーカー ステレオスピーカー内蔵

外形寸法 ５２０ｍｍ×380mm×210mm程度以下 (幅×高×奥行)

保守 保守サービスを5年付帯すること

CPU Intel（R）Core i5 プロセッサ　第7世代もしくは第8世代

OS Windows10 Pro 正規版（64bit） （注1）

メインRAM 標準（ﾒﾓﾘ変更後） ８GB

固定ディスク ＳＳＤ   256GB以上 serial ATA規格

光学ディスク DVD-ROMもしくはDVDスーパーマルチドライブ
書き込み不可・読み込
み可に設定すること

表示機能 解像度 1280×1024ﾄﾞｯﾄ、1,67７万色程度

マウス USB３.0準拠 　×　１ USB3.0も可

USB USB3.0準拠 × 4以上（キーボード・マウス用USBを除く）

LAN RJ45　×　１（1000BASE-T／100BASE-T準拠）

ディスプレイ ＨＤＭＩ 　×　１、ミニD-SUB 15ﾋﾟﾝ 　×　１

BIOS 初期設定
BIOS設定保護用の管理者パスワードを設定できること。

ブートメニューでFD・CD-ROM・LANより
起動できないように設定できる、もしくは起動の優先順位を変更できること

キーボード 109又は108Aキー、JIS配列準拠（日本語・PS/2もしくはUSB接続）

マウス USB光学式マウス（スクロール機能付き）

電源 AC100V±10％、50/60Hz

添付品 CD-ROM 再セットアップCD-ROMを添付 （注２）

冊子体またはPDFファイルで標準添付 （注３）

海外メーカー（日本法人を有するメーカーを含む）製パソコンを納品する場合、
保守サービスを5年付帯すること

（注４）

指定した期日までにMACアドレス・製造番号の一覧をEＸＣＥＬファイルにて納
品すること。

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）
保守サービス内容は、　①障害発生時の原因調査　②ハードウェア故障に対して修理を実施（オンサイト）　③ハードウェア・
ソフトウェア修理の際、町田市民病院使用ソフトウェアの再インストールを実施　④障害復旧時の報告

Windows10　バージョンは１９０３

入力装置

工場出荷時のリカバリーメディアを2セット以上
（リカバリー手順書を作成すること）

冊子体、メディアの納品は２セット以上

備考

保守

ﾏﾆｭｱﾙ

本
体

パソコン等購入　仕様（詳細）（２）
デスクトップ型PC： 25台

仕様項目

メーカー

形状

L
C
D
モ
ニ
タ

インターフェイス



品　　　目 形式等 数量 備考

Microsoft Office201９ Standard
※同等品は不可とする。

東京都地域Select PIus for
Government Partners

６０ライセンス

富士通　Portshutter Premium ６０ライセンス 同等品も可

パソコン等購入　仕様（詳細）（３）
ソフトウエアライセンス


