
質　　問 回　　　答

1

○入札手続きについて
適合規格承認書の提出が4月26日となっていますが、質
疑回答が5月8日となっています。
質疑回答をいただけないと、機器構成を行うことができ
ず、適合規格承認申請書を作成することができません。
日程について検討をお願いします。

仕様書に関する質問には順次回答
し、4月26日に届いた質問についても、
27日に回答いたします。また、質問回
答の内容により適合規格承認申請書
に変更がある場合は、調整期間中に
修正を受付します。

2

○２．調達機器仕様　■県青少年・社会活動推進課　
（１）デスクトップ型パソコン　④サーバ機能整備
サーバ機能を整備すること（(3)のPCと接続）
○別表１　青少年・社会活動推進課　デスクトップ型パソ
コン詳細仕様
サーバ機能を構築できるソフトウェア
仕様書に上記のように記載されていますが、「サーバ機
能」についてどのような機能が必要なのか、具体的にお
示しください。
(3)のPCとの接続とあるように、ファイル共有機能を構築
すればよろしいでしょうか。

２．調達機器仕様　■県青少年・社会
活動推進課に記載する　（５）ブロード
バンドルーターに接続している（１）、
（２）、（３）の各パソコンについてワーク
グループを作成のうえ、（１）に設定し
た共有フォルダをグループ内で共有で
きる設定を行ってください。

3

○仕様書、別表にLANケーブル及びUSBケーブルを添
付もしくは含めると記載がありますが、それぞれ規格と
必要な長さをお示しください。

LANケーブル規格：カテゴリ5e以上
USBケーブル規格：納入されるパソコ
ン及びプリンターに接続可能なもの

（１）県　青少年・社会活動推進課
　LANケーブル：5mを４本
　USBケーブル：2mを１本
（２）奈良県ボランティアセンター
　LANケーブル：2mを１本、3mを１本、
5mを１本、7mを１本、30mを１本
（３）協働推進センター
　LANケーブル：5mを１本、10mを１本

4

○Portshutter Premium Attachecase
「Portshutter Premium Attachecase」は特定のメーカー
のパソコンでのみ調達可能となっており、同等製品もそ
のメーカーより一般販売されていませんので、代替品で
同等機能を完全に満たすことはできないかと思われま
す。
競争とならないので、仕様から省いていただくか、代替
製品を具体的にお示しください。

別表２及び別表３に記載の
「Portshutter Premium Attachecaseと
同等品以上」という文言は削除しま
す。

「奈良ボランティアネット関連パソコン等の更新にかかる借入れ」の仕様書に関する質問及び回答
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○Portshutter Premium Attachecase
「Portshutter Premium Attachecase」の「持ち主確認」、
「離席時自動PCロック」機能には以下のAndroidデバイ
スのみ動作確認されています。機能を満たすためにはこ
れらのAndroidデバイスも必要となりますが、これらの
Androidデバイスも調達対象となるのでしょうか。
・FUJITSU ARROWS M357／KA4 6.0（バージョンアップ
不可）
・FUJITSU arrows NX F-02H 6.0（7.1へバージョンアップ
可）（注5）
・FUJITSU arrows NX F-03H 6.0 7.1
・FUJITSU arrows NX F-01J 6.0 7.1
・FUJITSU arrows Be F-05J 7.1（1へバージョンアップ不
可）
・FUJITSU ARROWS M04 7.1（バージョンアップ不可）

別表２及び別表３に記載の
「Portshutter Premium Attachecaseと
同等品以上」という文言は削除しま
す。

6

○別表4　青少年・社会活動推進課　卓上式カラーインク
ジェットプリンタ（A4複合機）　解像度
解像度は印刷時の解像度の解釈でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7

○別表４　青少年・社会活動推進課　プロジェクタ　ラン
プ寿命
ランプ寿命がカタログ値で20,000時間以上となっている
場合は、交換ランプは不要でしょうか。
保守対応に関して記載されていませんが、保守対応は
必要でしょうか。
保守対応が必要な場合、ランプ交換は含まれません
が、よろしいでしょうか。

ランプ寿命が20,000時間以上となって
いる場合、交換ランプは不要です。
また、保守対応は不要です。

8

○機器詳細仕様書
１．調達機器
　「パソコン本体についてはメーカーを同一とすること」と
あるが、デスクトップ型パソコンはＡメーカー、ノート型パ
ソコンはＢメーカーのように種類でメーカーを統一させて
頂ければよろしいでしょうか？

　または、デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン共に
同一メーカーでなければならないでしょうか？

全て同一メーカーでお願いします。
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○機器詳細仕様書
２．調達機器仕様
　奈良県総合ボランティアセンター
　　(5)カードリーダライター
　　　1)にスマートメディアと記載がありますが、スマートメ
ディア対応の現行機器がございません。スマートメディア
対応は必須でしょうか？必須である場合、想定されてい
るメーカー、品番をお知らせ下さい。

必須ではありません。

10

○機器詳細仕様書
別表1　青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン
詳細仕様
　ソフトウェア等
　　サーバ機能を構築できるソフトウエアとありますが、
具体的にはどのようなものでしょうか？（どのようなサー
バ機能を想定されていますでしょうか？）

ＮＯ．２で回答済みです。

11

○機器詳細仕様書
別表１　青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコ
ン詳細仕様
　CD、DVD装置
　　「スーパーマルチドライブ」とありますが、DVD-RAM
の読込・書込は必要でしょうか？DVD±RWの読込・書込
は可能なDVDライターでもよろしいでしょうか？

DVD-RAMの読込・書込機能が必要で
す。

12

○機器詳細仕様書
別表1　青少年・社会活動推進課 デスクトップ型パソコン
詳細仕様
　インターフェイス
　　「DVI-Dインタフェースがあること」とありますが、
Display PortをDVI-Dに変換するアダプタで対応してもよ
ろしいでしょうか？

アダプタ対応を可とします。

13

○機器詳細仕様書
別表６　奈良県総合ＶＣ　デスクトップ型パソコン詳細仕
様
　ソフトウェア等
　　Adobe Illustrator、 Adobe Photoshopは、
CreativeCloud製品となり、最長48ヶ月(4年)が契約期間
の最大となり、4年後に残り12か月分を更新する形にな
ります。
　納品時には、5年分として納品ができませんが、よろし
いでしょうか？
　明細としては、4年分＋1年分としてご提示させて頂け
ればよろしいでしょうか？

4年分＋1年分としてご提示ください。
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○機器詳細仕様書
別表１～９　デスクトップ・ノート型パソコン共通
　ソフトウェア等
　　Office Home & Businessがありますが、ライセンス版
の Office Standard 2016 でもよろしいでしょうか。

ライセンス版の Office Standard 2016
を可とします。

15

○機器詳細仕様書
別表１～１０　デスクトップ・ノート型パソコン共通
　ソフトウェア等
　　ウィルスバスターにはインストールメディアが含まれ
ておりません。(ダウンロードにより、インストールプログ
ラムを入手）
　ダウンロードした、インストールブログラムの納品は必
要でしょうか？
　必要な場合は、全体で1式、または、納品先で１式でよ
ろしいでしょうか？

ダウンロードしたインストールプログラ
ムを納品ください。
納品先毎に一式でお願いします。

16

○動産総合保険
動産総合保険についてはリース期間で保険金支払上限
額が逓減するような通常の動産総合保険（火災・盗難・
台風・風水害・雷）を付加させて頂きますがよろしいで
しょうか。

結構です。

17
○契約書
契約書案を頂けますでしょうか。

落札者と協議のうえ、決定するものな
のでお示しすることはできません。

18

○賃貸借料について
賃貸借料については、当月分を翌月末にお支払頂く認
識でよろしいでしょうか。

当月分は、翌月以降に請求書を送付
いただき、請求書を受理した日から３０
日以内に支払います。

19

○撤去（既存機器）
既存に設置されている機器があった場合でも、引揚作業
及びそれに係る費用については、本調達には含めなくて
よいとの認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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○撤去（満了後）
賃貸借期間満了後にリース会社による撤去が必要な場
合、下記を教えて頂けますでしょうか。
①システムがシャットダウンされ、ケーブル類が取り外さ
れ、かつ1か所に集められた機器を撤去する認識でよろ
しいでしょうか。その場合、収集場所を教えて下さい。
②返却時、エレベーターの使用は可能でしょうか。
③機器のデータ消去は必要でしょうか。その場合、物件
を引揚げた後にデータ消去を実施し、その後、証明書を
提出するということでよろしいでしょうか。

①納入場所と同じく３カ所からの回収
となります。
・奈良県青少年・社会活動推進課
・奈良県総合ボランティアセンター
・奈良県協働推進センター
なお、機器はシャットダウンされ、ケー
ブルを取り外したうえ、１部屋に集めま
す。
②エレベーターは使用可能です。
③消去を実施し、証明書を提出してく
ださい。
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○契約形態
本件は契約期間5年の長期継続契約との認識でよろし
いでしょうか。

契約締結日から平成３５年５月３１日
までの長期継続契約となります。

22

○保守対応
別表１０協働推進センターデスクトップ型ＰＣは、保守無
しとの認識でかまいませんか？

ＰＣについては、全てメーカーの５年間
訪問修理対応としてください。


