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はじめに 

この「事業系プリンタ装置更改入札仕様書」は、山梨県農業共済組合が事業系ネットワークにおいて利用して

いる、事業系高速プリンタの更改に係る委託業者選定に必要な事項を定めるものである。 

 

1．品名及び数量 

  山梨県農業共済組合事業系プリンタ装置等賃貸借 １式 

 

2．納入期限 

  ・2022年 6月 30日 

  ・上記期限までに搬入据付・調整及び動作確認テストを終了すること。 

 

3．借入期間 

  2022年 7月 1日 ～ 2027年 6月 30日まで 

  （当該機器等は、借入開始日から 5年間の継続使用を予定している） 

 

4．納入場所 

  山梨県農業共済組合（以下「NOSAI山梨」という） 

  山梨県甲府市宝 1丁目 21-20  

 

5．総合 

5.1本調達の目的及び条件 

導入するプリンタ装置は以下の基本方針に合致したものを選定し、機器の更改、運用環境の構築、

システム等の設定、運用保守作業の調達を実施するものとする。 

(1) 事業系システムにて利用することを考慮した仕様であること。 

(2) 安定的な運用が図られること。 

(3) 障害対応及び保守・サポートについて、現行の保守・サポートレベルを保ち、迅速に対応するこ

と。 

(4) NOSAI山梨のネットワーク環境に見合った適正な性能・構成であり、且つ運用保守等に一定の統

一性・共通性を有すること。 

(5) 国の策定する省エネルギー基準を満たすこと。 

 

 

5.2 本入札案件の調達範囲 

本調達では、環境構築、ハードウェアについて一括して発注を行う。応札に当たっては、現行シ

ステム構成とその運用手順、環境等の現状について十分に確認の上、システム構築・運用等に必要

な物品及び役務を網羅すること。 
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5.3 応札要件 

(1) 第三者認定等 

本請負作業を統括する業者は ISO27001及び ISO9001を取得していること。 

(2) 応札予定者は、既存環境を確認し、内容を理解した上で提案・応札すること。 

(3) 構築期間中は主管課との調整をスムーズに行うために、1時間以内に駆けつけ可能な事務所に SE

を配置すること。 

(4) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成

11 年法律第 225 号)に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続き開始又

は民事再生手続き開始の決定を受けた者を除く。) でないこと。 

(6) 山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領(平成 10 年 4 月 1 日)に基づく指名停止を受け

ている日が含まれている者でないこと。 

(7) 賃貸借契約が可能なこと。 

 

5.4 導入要件 

 

（1）運用・保守について 

・ 本調達にて導入するハードウェアの保守サービス内容については以下の通りとする。 

ハード種別 保守内容 

プリンタ 月額定期保守サービス 

  

・ 運用期間中の軽微な仕様変更については無償で応じること。 

・ 保守に関する連絡および修復作業は平日の 9:00～17:00に対応できること。 

 

（2）ハードウェアに関する留意点 

・ 「6. 各ハードウェア仕様」のハードウェア要求仕様に記載された機能・性能を満たしている

ものであること。 

・ 納入する機器等の構成品は受託者が動作保障する構成であること。機器は稼働実績を有するも

のを基本とするが、合理的な理由があるものについては、この限りではない。 

・ 「6. 各ハードウェア仕様」において既存システムのソフトウェアを移行して動作させると明

記されている機器は、そのソフトウェアが問題なく動作する機器であること。 

 

（3）導入時の対応について 

・ 導入時の対応として、少なくとも導入後 6ヶ月間において、設置・接続・設定及び動作・運用

等に関する問い合わせ及び導入された機器等に関する問い合わせに迅速に対応すること。 

・ 対応時間は原則平日 9：00から 17：00とすること。 
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（4）その他 

・ 導入に際し、疑義が生じた場合は、主管課の指示を受けること。 

・ 運搬、搬入、据え付け、現地調整等にあたっての方法及びスケジュールは主管課と協議のうえ

決定すること。 

・ 受託者は落札後、直ちに「賃貸借物件一覧表」を提出し、その仕様に関して説明を行うこと。 

・ 組み合わせ等によりシステム性能の低下、動作に不具合が生じた場合は、納入物品の変更もし

くは追加にて、現有システムが完全に機能するよう現地調整を行うこと。 

・ 現有システムの設定変更の必要が生じた場合は、受託者が現有システムの保守管理会社と調整

し、責任をもって行うこと。 

・ 賃貸借物件の稼働については、物品製造者の如何に関わらず受託者が責任を負うこと。 

・ 契約開始から賃貸借終了までに NOSAI 山梨から各種協力依頼があった場合には、システムの円

滑な稼働に必要な限り迅速に対応すること。 

・ リース終了後の機器については、主管課と協議のうえ、受託者が撤去する。 

 

5.6 主管課 

山梨県農業共済組合 

  企画情報課 

  〒400-0034 山梨県甲府市宝 1丁目 21-20 

  TEL：055-228-4711 FAX：055-228-4715 
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6．各ハードウェア仕様 

導入するハードウェアの仕様を以下に示す。プリンタ装置は事業システム利用に伴う、保守サ

ポート面を考慮し、メーカーは富士通株式会社製とし、他社製品は認めない。 

 

6.1 調達機器等数量表 

№ 機器・ソフトウェア名称 主な用途 数 備考 

1 プリンタ装置  1台  

2 その他（ｹｰﾌﾞﾙ等）  1式 
電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾀｯﾌﾟ､LAN

ｹｰﾌﾞﾙ等 

 

6.2 プリンタ装置  

項目 仕様 数量 

印刷方式 ドットインパクト方式 1 

印刷速度 ・高速モード毎分 660行 

・通常モード毎分 550行 

・通常（高品位）モード毎分 400行 

用紙の種類 送り孔付折り畳み用紙 

（上質紙、再生紙、タック紙、複写紙） 

用紙のサイズ 幅：７６.２～４０６.４mm（３～１６インチ） 

折り畳み長さ：７６．２～３０４．８mm（３～１２インチ） 

用紙の坪量 ５２～１２８ｇ/㎡ 

解像度 １６０ｘ１６０dpi 

プリンタシーケンス JEF(F66xx) 

JEF(F69xx) 

接続インターフェー

ス 

Ethenet(100BASE-TX/10BASE-T) 

給紙 用紙高：30cm以下 

排紙 200～300枚 

複写 オリジナル + 5枚（通常モード時）、 

オリジナル + 7枚（高複写モード時） 

寿命 5年または 100万シートのいずれか早い方 

 

 

 

 

 

 



 5 

6.3 設置諸元 

 

外形寸法 

幅：750ｍｍ以内 

奥行：800ｍｍ以内 

高さ：1055ｍｍ以内 

質量 165㎏以下 

 

サービスエリア 

前：800ｍｍ 

後：700ｍｍ 

左：600ｍｍ 

右：600ｍｍ 

 

入力電源 

電圧：AC100V±10％ 

相：単相 

周波数：50/60Hz+2,-4% 

所要電力量 稼働中：最大 1.3KVA 

待機中：約 0.1KVA 

発熱量 約 3.8MJ/H 

 

7．各システム仕様 

7.1プリンタ設定仕様 

・ 事業系ネットワークに接続すること。 

・ 事業系システムからの印刷が可能なこと。 

・ 現行プリンタの消耗品が使用出来ること。 


