
共通項目

・きれいなもの、清潔なものを用意すること。

・配線等を設置する際は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。

・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。

・持ち込み備品が既存備品に紛れることがないようステッカー等で明示すること。

No. 品名 規格 特記事項

1間×1.5間 ・風対策を施すこと。

1.5間×2間 ・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。

2間×3間 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。

3間×4間 ・ウエイト、安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。

3間×5間 ・競技運営に支障のないよう、設置場所により、天幕の色を緑色にすること。

天幕：ターポリン・白色・緑色・ネット ・一般観覧席の天幕はネットとすること。

パイプ：シルバーメッキ仕上げ
・砂沼球場の副審席及び競技補助員席のテントは、バックネット裏観覧席の観覧者を視界を遮らない高
さにすること。

補強：ウエイト補強 ・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修、交換等を行うこと。

1間から5間 ・風対策を施すこと。

ターポリン・白色・緑色（防炎） ・必要に応じ幕を上げ下げできるよう細工を施すこと。

・係員の指示に従い、必要に応じ幕を上げ下げすること。

・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。

・競技運営に支障のないよう、設置場所により、横幕の色を緑色にすること。

1脚あたり60kg以上（鋳物等） ・きれいなものを用意すること。

・砂袋での代替は不可とする。

２間、3間

防炎

デコラテーブル ・きれいなものを用意すること。

W1,800×D450×H700mm ・天板は木目または白色の会議机（コンパネ不可）

W1,800×D600×H700mm ・実行委員会で用意する既存品の設置もおこなうこと。

W1,500×D450×H700mm

アルミ製パイプ椅子 ・きれいなものを用意すること。

・実行委員会で用意する既存品の設置もおこなうこと。

W900×D450×H1,800mm ・転倒防止策を講じること。

天地5段 ・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。

・きれいなものを用意すること。

・審判員控所、ダグアウト、選手荷物置場以外は高さを調整できるものを用意すること。

W1800mm×H900mm 程度 足付き ・消耗品（マーカー黒２本・赤２本・青２本・イレイサー１個）を用意しておくこと。

両面 ・きれいなものを用意すること。

キャスター付き

W900×H1,800mm ・清潔なものを使用すること。

ハードパネル ・傷や汚れがないものとすること。

防炎仕様

10 診察台 ・清潔なものを用意すること。

パイプ式 ・清潔なものを用意すること・

・布団のずれ落ち防止用ベッドガード付き

敷布団、毛布、掛け布団、シーツ、枕 ・清潔なものを用意すること。

・シーツは予備を用意すること。

13 担架 W2,100×D540mm ・清潔なものを用意すること。

14 車いす 自走式 ・清潔なものを用意すること。

2ドア冷凍冷蔵庫 ・きれいなものを用意すること。

120L以上 ・30L程度の冷凍機能を備えたものを用意すること。

5段 ・きれいなものを用意すること。

20段 ・同一種類のもので統一すること。

・設置については、転落防止策（台への固定等）を講じること。

・実行委員会指示のもと、各引き出しに対戦表示等を貼ること。

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ：15.6型以上 ・ノートパソコンにＳＤＨＣカードを読取り可能とすること。

OS ：Windows10 Pro 64bit ・発注者の指示するＬＡＮ構築を行い、プリンタ等他の機器類と共有できるようにすること。

CPU：intel®Corei3以上搭載 ・発注者が用意した集計システム「Windmil Version.2」をインストールしておくこと。

動作周波数：2.4GHz以上
・各種ソフトウェアのライセンスは取得済みであること。また、修正プログラムが適用済みで、設置時に最
新の状態であること。

ﾒﾓﾘ ：4GB以上 ・設置後はLAN接続の有無やソフトウェアの動作、プリンタとの接続等、各種動作確認を行うこと。

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ ：250GB以上
・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理
すること。

光学ドライブ：DVDスーパーマルチドラ ・必要な機材の調達は、受託者の負担で行うこと。

マウス・テンキー付
・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいにまと
め、動線上はモール等で養生すること。

USB：3.0規格以上を1ポート以上搭載 ・ウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。また、設置時に最新の状態であること。

ソフトウエア：Microsoft Office Home and ・競技会終了後、データは全て抹消すること。

Business 2016 ・発注者が指定するパソコンのインターネット回線等の敷設工事を行うこと。

　（インターネット・メールの送受信ができる環境）

・Windows Updateにより、OSを最新の状態にしておくこと。

簡易ベッド

寝具
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特記仕様書（ソフトボール競技）

3 テントウエイト（重り）

4 雨樋

1

複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が滴り落ちないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先
の処理を十分に考慮すること
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パイプテント

横幕

長机5

スクリーンパーテーション



No. 品名 規格 特記事項

・WORD、EXCELについて、「classicmenu」をアドインとして利用できる状態にしておくこと。

・圧縮・解凍ソフトとして、「Lhaplus」をプリインストールしておくこと。

5Ｗ/30ch　デジタル ・使用に際して、免許不要のものを用意すること。

IP無線機 ・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。

イヤホン、ピンマイク ・事前に接続テスト、故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。

充電器 ・充電済みの状態で引き渡し、１回の充電で８時間程度使用できること。

ベルトクリップ付キャリングホルダー ・充電器は連結式とするか、無線機台数分のＯＡタップを用意すること。

カラーコピー・プリンター・FAX対応 ・消耗品トナーカートリッジ（約6,000枚相当）は新品の状態とすること。

最大原稿サイズA3 ・撥水紙への印刷が可能なものとすること。

複写サイズA3～B5 ・ＬＡＮと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。

給紙方式500枚×3段＋マルチ手差し100枚程度 ・接続機材、ケーブル等を用意すること。

処理能力40枚/分以上（A4） ・使用マニュアルを備えておくこと。

・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備し対応すること。

・床及び絨毯などを傷めないように移動、設置すること。

・カウント料金モノクロ・カラー合わせて1台あたり6,000枚まで受注金額に含めること。それを超えた場合
は別途実行委員会と協議する。

・電話回線は受注者にて手配する。

・実施本部及び記録本部のデジタル複合機まで配線し、使用可能な状態に設定すること。また、各競技
会場及び常陸太田市（成年男子及び成年女子会場）の記録本部等との通信テストを行うこと。

・FAX番号は、決まり次第発注者に報告すること。

有線/wi-fi
・別紙「通信設備図」に則り、各接続場所で通信可能な状態とすること。また、業務に支障のない回線速
度であるか、事前に発注者立会いのもと現地調査を行なうこと。

IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであるこ
と

・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること

・ＳＳＩＤ、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。

・一つのＩＤに対し、10台程度まで接続可能であること。

・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送
受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。

・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。
なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。

・無線ＬＡＮで接続できない機器についても有線で接続できる環境（クレードル等の使用）を整えること。
また、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。

・トラブルが生じた場合、発注者と協議し、直ちに対応すること。

22 小机 ・きれいなものを用意すること。

３人掛け　W=1,500㎜、W=1,800㎜ ・きれいなものを用意すること。

背なし ・アルミ製またはプラスチック製を用意すること。

3600ｍｍ×2700ｍｍ ・きれいなものを用意すること。

5400ｍｍ×3600ｍｍ

直径２ｍ程度 ・屋外での使用に耐えうるものを用意すること。

スタンド付 ・倒飛壊が生じないよう地面に固定すること。

LED  40FL ・夜露等で漏電しないよう防水型の蛍光灯とすること。

・蛍光灯は新品を用意すること。

・1次側配線工事及び2次側配線工事を行うこと。

・配線工事は資格取得業者で行うこと。

・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。

・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。

・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。

・工事については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・雨等により漏電がおきないよう対策を講じること。

20KVA、3KVA ・分電盤及び漏電ブレーカー、二次側にトランスを設ける。

超低騒音タイプ ・通路の配線箇所にはケーブルプロテクターなど養生を施すこと。

オイルフェンス一体型 ・本体への燃料補給を行うこと。補給に要する費用は受注者にて負担すること。

ビックタンク標準装備 ・燃料補充時はエンジンを停止して給油をすること。

インバーター式 ・大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。

・安全上、配置後は周囲に安全策（フェンス等、きれいなもの）を設置すること。

29 発電機燃料 発電機に合う燃料 ・運搬費と補充にかかる経費を含むこと。

・選手、競技役員、観覧者に十分な音響を提供できるスピーカーを用意すること。

・故障・損傷など緊急時にも即時対応可能な体制をとること。

・発注者の指示に従い、音響に関する運営（操作）補助を行うこと。

・音響設備のリハーサルを発注者の指示に従い、行うこと。

・作業運営に必要なオペレーターの配置を行うこと。但し、過度の人員を配置することなく、必要最小限
の人員で競技会の円滑な運営が出来るように努めること。

・設置に必要な機器、ケーブル等を用意すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

W2000mm×H1,200mm 程度 ・ソフトボール専用フェンスを用意すること。

グリーンネット ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・固定用の杭を含むものとする。

デジタル複合機19

24 ブルーシート

21 インターネット設定
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FAX回線

無線機

27 電気工事

蛍光灯
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パラソル25
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ベンチ

内野フェンス
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発電機

放送機器



No. 品名 規格 特記事項

W2000mm×H1,200mm 程度 ・ソフトボール専用フェンスを用意すること。

グリーンネット ・フェンス上部にイエローカバーを取り付けること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・固定用の杭を含むものとする。

W2,000㎜×H300mm　程度 ・きれいなものを用意すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・風雨対策を施すこと。（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）

W1,000mm×H1,200mm 程度 ・きれいなものを用意すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・風雨対策を施すこと。（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）

W10,000㎜×H4,000㎜ 程度 ・競技運営及び観戦に支障のない網目とすること。

・色は濃緑色とすること。

・下部900㎜は安全マットを設置すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・風雨対策を施すこと。（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）

本体W5,400㎜×H1,200 ・得点ボードは濃緑地に白色と黄色文字の2種類を準備する

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・得点板を入れ替えるための足場を用意すること。

・風雨対策を施すこと。（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）

W1,550mm×H3,600mm　程度 ・操作盤付

・照明点灯部分以外は、グリーン塗装したものを使用すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・設置後、点灯チェックを行い発注者の確認を受けること。

H5,000㎜程度 ・ポールの色は黄色とすること。

・風雨対策を施すこと。（倒飛壊が生じないように十分な補強をすること）

1.5間、2間、3.5間、5間 ・きれいなものを用意すること。

単管仕様Ｈ4.0ｍ×Ｌ65.06 ・競技観戦、競技運営に支障のない網目とし、事前に発注者の確認を受けること。

W2,000mm×H1,200mm 程度 ・きれいなものを用意すること。

・必要に応じて連結ができること。

カラーコーン：色　赤 ・きれいなものを用意すること。

コーンバー：L2,000mm  反射テープ付

色　黒と黄色または青と白のストライプ

コーンベット（ウエイト）付　3.0kg以上

268席 ・建築確認不要。

・設置場所に問題がないか事前に確認、検証すること。

・資材の搬入・工事等については十分養生し、既存施設の破損・汚損等が無いようにすること。

・撤去後は既存施設の現状に回復すること。

・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。

・別紙「仮設観覧席」図面のとおり設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。

洋式3、洋式5、洋式3・小便器3 ・建築確認不要。

照明・換気扇付き ・給水用タンク、汚水タンクをつけること。

・芳香剤、汚物入れを設置すること。

・男女の表示をすること。

・別紙「仮設トイレ」図面のとおり設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。

水洗式 ・建築確認不要。

・芳香剤、汚物入れを設置すること。

・別紙「仮設トイレ」図面のとおり設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。

外形サイズ：W870×D1,860 程度

荷台サイズ：W600×D900　程度

46 演台 W1,200mm×D400mm×H1,050㎜ 程度

W1,800mm×D900㎜×H150㎜ 程度

上面赤パンチカーペット

A3版（W580×D410×H55cm） ・きれいなものを用意すること。

黒色

・テーブルの足下まで届くサイズを用意すること。

・新品を用意すること。

50 台車 ブレーキ付き W=600  D=900  程度 ・きれいなものを用意すること。

スチール製 ・きれいなものを用意すること。

・雨風に耐えうるものを用意すること。
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平台

防球ネット

バックネット

カラーコーン・バー付

スコアボード
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