
 

 

 

別紙２  

備品一覧  

品名  規格・品質  数量  設置場所等  

事務用机（片袖机）  コクヨ  ＳＤ－ＢＳＥ１６７ＬＣ３Ｆ１１  10  事務ブース (6)，事務室 (3)，情報ルー

ム(1)  

事務用机  コクヨ  ＳＤ－ＢＳＥ１８７ＬＦ１１ 4  事務ブース  

パソコン用デスク  ウチダ  ５－１００－６２００ 1  共同作業室  

ミーティングテーブル  コクヨ  ＢＴ－３１３Ｆ１，他  11  NPOルーム (1)，交流サロン (8 )，相談 ｺ

ｰﾅｰ (1)，共同作業室 (1)  

リフレッシュテーブル  コクヨ  ＲＥ－Ｔ２１５  2  交流サロン  

会議用テーブル  コクヨ  ＫＴ－Ｓ９００Ｆ１  36  第 １会議室 (14)，第 ２会議室 (14)，研

修室 (8)  

センターテーブル  トヨセット  ２４００－ＳＴ 2  交流サロン (1)，ロッカースペース(1)  

映写テーブル  ウチダ  ７－１６０－０００３  ＴＬ型  1  １F倉庫  

テーブル（食堂用）  オリバー ８６－７７１－０２  ８５－００２－４６等  6  レストラン  

カウンター  ウチダ  １－３５０－１５８０，１８００，１７５０他  1  窓口  

肘付回転椅子  ウチダ  １－２１８－１２０３等  3  事務室 (2)，窓口 (1)  

事務用椅子  ウチダ  １－３０９－１１０１ 7  事務室 (4)，情報ﾙｰﾑ (1)，2F倉庫 (2) 

ロビーチェア  ウチダ  １－３８４－１３５３ 2  B１Fレストラン倉庫  

アームチェア  トヨセット  ＬＣ－６０ＦＡＣ－ＬＧ  8  交流サロン (4)，情 報 ・研 究ルーム前

（4） 

車椅子  カワムラサイクル  1  玄関ホール  

キャビネット  ウチダ  １－３００－２４００，等  15  情 報 ・ 研 究 ルーム (2) ， 事 務 ブ ー ス

(10)，交流サロン (2)，事務室 (1)  

システム収納家具  ウチダ  １－２７７－２１１０，１５１０，０２０５他  3  事務室  

トレーキャビネット  ウチダ  １－２６３－２１６２ 3  窓口 (2)，交流サロン (1) 

パンフレットスタンド  コクヨ  ＺＲ－ＰＳ１０３Ｆ１ＮＮ  9  交流サロン (3)，玄関ホール (6) 

書架  ウチダ  １－２１０－２１０６，２１１６，７０００等  3  窓口 (１ )，情報・研究ルーム (2)  

パソコンラック  ウチダ  １－２４２－５２２０ 1  事務室  

テンキー式鍵付片開き保

管庫  

コクヨ  ＢＷＮ－Ｓ５１５Ｆ１ 35  共同作業室 (22)，ロッカースペース(8) 

テンキー式鍵付きロッカー  コクヨ  KL-H 5  ロッカースペース (5) 

ビジネスキッチン  ウチダ  １－３１８－２２３０ 1  ショップ  

コインロッカー  コクヨ  ＫＬ－１０Ｈ２３ 1  玄関ホール  

吊戸棚  ホシザキ ７５０，３００，９００  1  レストラン  

作業台  イトーキ  ＷＬ－５０Ｗ等  6  共同作業室 (4 )，レストラン (2)  

電話台  コクヨ  ＴＴ－２３１Ｐ１５Ｎ  1  玄関ホール  

踏み台  ウチダ  １－３５６－２２０２ 1  ロッカールーム  

プランニングパネル一式  コクヨ  ＰＰ－Ｅ１１１８Ｆ２Ｋ２０２，等  1式   NPOルーム  

パーテーション一式  コクヨ  ＰA-EPJ１２１８F1，等  1式   NPOルーム  



 

 

 

品名  規格・品質  数量  設置場所等  

炊飯スライド付台  ホシザキ １０００＊８００＊８００ 1  レストラン（3台ｾｯﾄ、一部 B1ﾚｽﾄﾗﾝ倉

庫）  

脇台  ホシザキ １２００＊２００＊８００ 1  コンピューター室  

業務用ディスプレイスタンド  ハヤミ  HIMILeX PH-817/B817 1  交流サロン  

下足箱  ウチダ  １－３０２－０２１４ 1  第３会議室  

行事予定表  ウチダ  ６－１９０－００１１，等  2  玄関ホール  

掲示板  ウチダ  ６－１９０－２７３６ 20  交流サロン (19)，通路 (1)  

展示パネル  コクヨ  ＳＮ－ＰＢ１２１８ＫＳ 4  玄関ホール (1)，窓口 (1)，ロッカールー

ム(2) 

ホワイトボード  ウチダ  １－２６９－０２６０，等  4  第 ２会議室 (1)，第 ３会議室 (1 )，研修

室 (1)，廊下 (1)  

紙折機  シルバリード  MA３３０，等  1   

電動パンチ  ウチダ  ６－１１０－５６００ 1  共同作業室  

ノート型パソコン  NEC VersaPro タイプLF 1  情報・研究ルーム  

液晶ディスプレイ  JAPANNEXT65型  JN-VT6500UHD 1  交流サロン  

ＭＯドライブ  ＩＯデータ  ＭＯＡ－ＡＸ６４０ＳＷ／ＵＳＢ 1  情報・研究ルーム  

ルームエアコン  三菱重工業㈱  ＳＲＫ３６ＺＦ－Ｖ，ＳＲＣ３６ＺＦ  2  交流サロン (1)，ショップ (1)  

ロールアップカーテン  ニチベイ  Ｎ－２０１２  １６９０＊３８００，等  10  ショップ(5)，２F倉庫 (5 ﾚｽﾄﾗﾝ用 )  

ニチベイブラインド  ユニコンモア３５  Ｃ－４０６  １８９０＊１８１０，等  3  玄関ホール (1)，事務室 (1) ,ﾚｽﾄﾗﾝ (1)  

ガスレンジ（オーブン付）  サンウェーブ  Ｓ－ＧＲＢ－１２６ 1  レストラン  

１６号給湯器  パロマ ＰＨ－E１６００HE 1  レストラン  

冷凍冷蔵庫  ホシザキ ＨＲ－１２０Z 1  レストラン  

二層シンク  ホシザキ １０００＊６００＊８００ 1  レストラン  

テレビ  ＳＯＮＹ ＢＲＡＶＩＡ  ＫＤＬ－１９Ｊ５，等  3  事務室 (1)，研修室 (1)，２F倉庫 (1)  

ビデオデッキ ＳＬＶ－Ｒ５ 1  ２F倉庫  

モバイルスクリーン  コクヨ  ＫＭ－ＳＭ－１００ 1  １F倉庫  

ＯＨＰ ウチダ  １－３４１－００６２ 1  １F倉庫  

ポータブルアンプ  ＴＯＡ  ＫＺ－３０ＤＣ  1  １F倉庫  

スピーカー  ＴＯＡ  ＫＺ－１５５  1  １F倉庫（２台） 

ワイヤレスマイク  ＴＯＡ  ＷＭ－１２１０ 2  １F倉庫  

サウンドバー Polycom Poly P009 1  情報ルーム  

公衆電話  ＮＴＴ ＰてれほんＳ  1  玄関ホール  

簡易ステージ  コクヨ  ＨＥ－ＫＦＷ１ 2  ロッカー室  

台車  ウチダ  １－３５６－１１２１ 1  玄関ホール  

パイプ椅子収納ワゴン  コクヨ  ＣＰ－５０Ｎ 1  コンピューター室  

ダイニチブルーヒーター  ＦＭ－１８１Ｆ  1  １Ｆ倉庫  

 

 

 


