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品　　名 数量 メーカー 型　　番 備考

木材破砕機 １台 コマツゼノア SR350W-1 バックヤード

防音装置カバー １式 木材破砕機用 　　〃

コンベア供給装置 １式 木材破砕機用 　　〃

AV機器 １式 多目的集会室

AVワゴン本体 １式 TOKU 接続盤ケーブル５ｍ付 　　〃

資料掲示装置 １式 HV－５００XG 　　〃

オーディオミキサ １式 WR－X02 　　〃

ワイヤレスチューナー １式 WX－４０２０B 　　〃

同上用１波追加ワイヤレスユニット １式 WX－D４０００A 　　〃

暗幕・スクリーンリモコン １式 TOKU 　　〃

外部入力パネル １式 　　〃 VGA分配機付 　　〃

館内自動切替ユニット １式 　　〃 　　〃

グラフィックコライザー １式 WZ-AE１５２ 　　〃

ハイパワーアンプ １式 WA－H３０　３０W 　　〃

同上用ラックマウント金具 １式 WA－Q２１ 　　〃

主電源制御ユニット １式 WU－L６１ 　　〃

ハイブリットレコーダー １式 HM－HDS１ 　　〃

MD・CDデッキ １式 XU－D４００M２ 　　〃

ダブルカセットデッキ １式 ＴＣ－ＷE４７５ 　　〃

ベンチレートパネル ２台 １U 　　〃

卓上型マイクロホンスタンド １台 WN－２７５L　２段式 　　〃

スピーチ用ワイヤレスマイクロホン １本 WX－４１００B 　　〃

タイピン型ワイヤレスマイクロホン １本 WX－４３００B 　　〃

パンフレットスタンド １台 オカムラ L９５４SA－S01 丘の家事務室前

レインスタンド １台 オリバー OA－２８３・RR 丘の家正面玄関

玄関マット（インドア用マット） １枚 イトーキ LCN－１８９５－２５ 　　〃

デンツ・イージーデスク ２台 　　〃 CEL－２０８VVLME 丘の家正面玄関
ボランティア控室

３３チェア（ローバック　肘無） ２脚 　　〃 ３３－３０７７R10484 事務室、里の舎

L型ロッカー（３人用） ４台 　　〃 HDL－０９３１SS－WE 事務室２管理棟２

折りたたみテーブル（TTF） ３４台 　　〃 TTFー１８６０－Z９W６ 多目的集会室倉庫

軽量棚標準タイプ（H２１００） ５台 　　〃 ERR－１７５６５０－TE 　　〃

J型ロッカー（３人用） ８台 　　〃 HJJ－０９３１SS－WE ボランティア５管理棟５

CZデスク（両袖デスク） １台 　　〃 CZN－１４７BA－TE 事務室

CZデスク（片袖デスク） ４台 　　〃 CZN－１１７CA－TE 　　〃
シンラインキャビネットA４シリーズ（A3引出し型） ７台 　　〃 ＨＦＭ－１２８ＡＬＳ－ＷＥ 　　〃
シンラインキャビネットA４シリーズ（ベース） ７台 　　〃 ＨＦＭＡ－０６８ＢＡ－ＷＥ 　　〃
コントラクトチェアー　リキベンチ（１７７） ５脚 インテリアセンター ナラＮＦ ラウンジ４授乳室１

ルントオム　チェア－皿張 ３２脚 　　〃 布張６００ 丘の家ラウンジ

ディスカス　丸テーブル　φ９２ ８台 　　〃 ナラＮＦ 　　〃
フローレンスリビング　アームチェアー ２脚 　　〃 布張６００ 事務室

フローレンスリビング　２Ｐソファー １台 　　〃 布張６００ 　　〃
フローレンスリビング　センターテーブル １台 　　〃 Ｌ１０００＊Ｗ＋６００ 　　〃

コートスタンド １台 コサイン Ｃ－４６５Ｎ 　　〃

屋外用イス １６脚 アイデック ＰＬＯＮＡーＡ 丘の家テラス

屋外用テーブル ４台 　　〃 ＴＡＢＬＥ　ＡＰＯＬＬＯーＲＯ 　　〃

テーブル台車 ２台 イトーキ ＬＣＥ－１１１ 多目的集会室倉庫

コートハンガー １台 　　〃 ＶＷＨ－０３３ 里の舎　控室

電話機一式　子機 ９台 ＮＥＣ ＡＰＥＸ　Ｄｔｅｒｍ２６Ｃ
里・野原・ボランティア・事
務室台所・管理棟・地下
ボイラー・地下電気室・多
目的２

電動四輪車 １台 マイキャブ ＳＰＸ－４０００ 丘の家正面玄関

玄関マット ２枚 ミズシマ ４０１－０７０　１．１８２＊１．０３６ 丘の家正面玄関

【備品一覧】北海道立道南四季の杜
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スポッターマット ２枚 セノー ＣＥ１１１０ 多目的集会室倉庫

ジャングルクライミング １台 マスセット 76606 　　〃

レーシングサイクル １台 オートクラフトIZU ﾌｧﾝｼｰｻｲｸﾙ収納庫

カタツムリサイクル １台 　　〃 　　〃

ＳＬサイクル ２台 　　〃 　　〃

イルカサイクル １台 　　〃 　　〃

ファミリーサイクル ２台 　　〃 　　〃

スケーターサイクル １台 　　〃 　　〃

クランクサイクル １台 　　〃 　　〃

Ｆ１サイクル １台 　　〃 　　〃

かるがもサイクル ２台 　　〃 　　〃

長マット １２枚 ミズシマ ４１１－０３０ 多目的集会室倉庫

長マット巻取機 １台 　　〃 ３８０－００１ 　　〃

長マット巻取棒 ２７本 　　〃 ３８０－００２ 　　〃

長マット収納ラック ２台 　　〃 ３８０－００３ 　　〃

背付ベンチ ３台 コクヨ ＰＦーＭＣ１０Ｎ イベント広場

レインスタンド １台 オリバー ＯＡ－２８３・ＲＲ 丘の家副玄関

掲示用パネル台 ５台 　　〃 ＦＵ－６３ 多目的集会室倉庫

展示パネル ６台 コクヨ ＳＮーＰＢ１２１８Ｗ 　　〃

テーブル台車 １台 イトーキ ＬＣＥ－１１０ 　　〃

コートハンガー掛け ９台 　　〃 ＶＷＨ－０３２ 　　〃

大玉４色セット １組 フレーベル館 ３２３５－０２ 　　〃

大型ラグビーボール ２個 　　〃 ３３１８ 　　〃

サッカーゴール（折りたたみ式） １台 　　〃 ３９４１－００（幼児用） 　　〃

ボール入れワゴン（かご付） １台 　　〃 ７４０５－１０ 　　〃

車椅子（子供用・標準タイプ） １台 日進医療器 ＮＡ－１０３ 丘の家正面玄関

車椅子（大人用・標準タイプ） １台 　　〃 ＮＡ－１０１ 　　〃

マイキャブ（電動四輪車） １台 ＳＰＸ－４０００ 　　〃

耐火金庫 １台 コクヨ ＨＳ－ＴＥ１０ＫＮＮ 事務室

DVDプレイヤー １台 ビクター HR－DS１ 多目的集会室

電子レンジ １台 ナショナル ＮＥ－Ｒ１ 事務室台所

冷蔵庫 ２台 　　〃 ＮＲＢ１６１ＪＳＨ 事務所台所、管理棟

ホワイトボード １台 イトーキ ＢＢＷ－１８０９ＭＮ－ＷＥ 事務室

キャビネット ２台 　　〃 ＨＦＭ－１０８ＲＧ 　　〃

食器棚 １台 　　〃 ＨＡＫ－０６１８ＨＳ 事務室台所

業務用掃除機（乾・湿用） １台 ミズシマ ３８１－０１２　CV-９７WD 事務室倉庫

スポーツトラクター １台 東興産業 ４３００ＨＷ バックヤード

トラクターアタッチメント １台 　　〃 ４０００TENシリーズ 　　〃

ロータリーモア（草刈機） １台 　　〃 ７２Ｍ（刈り幅１８３０mm） 　　〃

ハイリフトダンプ（集草機） １台 　　〃 TBS－１８０L 　　〃

プロードカスタ（施肥機） １台 　　〃 TBC－３００ 管理棟

除雪機 １台 コマツゼノア KSS１２SDH－２ 小川の里収納庫

ヘッジトリマ（剪定機） １台 　　〃 CHT４００　pro 管理棟

チェンソー １台 　　〃 G2550T 　　〃

エンジンブロア（吹払機） １台 　　〃 EB６２００ 　　〃

小型チッパーシュレッダー １台 　　〃 ＳＲＥ１１０　自走式 バックヤード

チッパーナイフ研磨機 １台 　　〃 FGA510 　　〃

ホイール型動力四輪運搬車 １台 サンワ SL-55D（E・S） 管理棟

高圧洗浄機（常温水用） １台 ケルヒャージャパン HDS５０１C　５０HZ 　　〃

発電機 １台 新ダイワ工業 IEG－２５００ 管理棟

スクーター　 １台 スズキ チョイノリ４９ｃｍ３ 丘の家裏倉庫

ロストルセット ５組 SUS製　鋼製灰受け皿付 野原の家
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火消しボックス ２個 溶融亜鉛メッキ仕上げ 　　〃

座卓 ２台 イトーキ TAL -1863-N 管理棟

スプリンクラー １台 低水圧用・砲金製・双口全回転式 　　〃

耕耘機 １台 三菱 MM４０６SCG 　　〃

デジタルカメラ １台 オリンパス CAMEDIA　C－７３０ 事務室

専用脚立 ２台 PICA　SEC－S180 管理棟

足場板 １台 PICA　STSS－２０３G 　　〃

二連はしご １台 PICA　CSM－７４ 　　〃

三脚脚立 １台 PICA　GMA-300A 　　〃

動力噴霧器 １台 MS３３０EAーK 　　〃

巻取機ノズルセット １組 R１００－５ 　　〃

水中ポンプ １台 HS－２．４S型（送水ホース１０ｍ付） 　　〃

スノーモービル １台 YAMAHA CS３４０E 　　〃

フルトレーラー １台 　　〃 HCT－５５ バックヤード

車いす １台 日進医療器 NA１０１ 里の舎

米麦水分計 １台 芝インターナショナル ライスタ㎡ 事務室

回転型ホワイトボード １台 イトーキ BBC－１８０９WW ボランティア控室

三脚脚立 １台 PICA　GMF－１８０ 管理棟

UPS（無停電電源装置） １台 APC　BE７２５JP 事務室

エアーコンプレッサー １台 和光商事 GL－６５M 管理棟

テーブルセット ４組 テーブル１個　ベンチ２個 里の舎たたきの間

座卓 １６台 イトーキ TTJ－１８６ 里の舎大広間

掃除機 １台 ミズシマ工業 CV－９６H 事務室倉庫

発電機 １台 ヤマハ EF２３００ 管理棟

発電機 １台 　　〃 EF４５００ 　　〃

ミスト機 １台 有光工業 SG-6020B 小川の里収納庫

もみすり機 １台 三菱農機 MFSE２８－SM 里の舎倉庫

精米機 １台 マルマス Super銀粒１５ 　　〃

電気パネルヒーター １台 インターセントラル NX-500 里の舎事務室

電気パネルヒーター ３台 　　〃 NX-１０００ 里の舎各トイレ

灯油FF式暖房機 ３台 コロナ FFP－１５００A 里の舎たたきの間１・大広間２

灯油FF式暖房機 １台 　　〃 FF－GX５００S 里の舎　控室

ロッカー １台 イトーキ HJJ-0931SS 　　〃

片袖デスク １台 　　〃 CZN－１１７CA 里の舎事務室

キャビネット １台 　　〃 HFM－１２８ALS 　　〃

傘立て １台 　　〃 VWF-303 里の舎玄関前

ホワイトボード １台 　　〃 BBD－１８０９WN 里の舎大広間　

展示用パネル ４台 コクヨ SN－PB１２１８W 　　〃

乗用型田植機 １台 ISEKI PP43S 小川の里収納庫

バインダ １台 　　〃 RE３０D 　　〃

脱穀機 ２台 笹川農機 TS－３H 　　〃
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薪割機 １台 コマツゼノア ＬＳ０８０ バックヤード

全自動血圧計 １台 コーリン BP=203RVⅢC 丘の家ラウンジ

血圧計専用架台 １台 日本コーリン ST-203AC 　　〃

液晶テレビ １台 シャープ ＬＣ３２Ｅ８Ｂ 里の舎大広間　

スパイダーサイクル １台 オートクラフトIZU ﾌｧﾝｼｰｻｲｸﾙ収納庫

わんぱくサイクル １台 　　〃 　　〃

プチバナナサイクル １台 　　〃 ﾌｧﾝｼｰｻｲｸﾙ収納庫

てんとう虫サイクル １台 　　〃 　　〃

ツインにゃんこサイクル １台 　　〃 　　〃

コインロッカー １台 ２列４段 丘の家ラウンジ

アニマルキッズ（カバくん） １台 １８８３Ｗ×１３７０Ｄ×９８０Ｈ はらっぱ

ハイパーサークル １台 ボール付 多目的集会室倉庫

積木クッション １組 ５６個組 　　〃

動物パズルマット １組 ６分割 　　〃

ハイハイプレー １組 　　〃

抗菌カラーエバーマット ３枚 青、赤、オレンジ 　　〃

ローリングマット １台 折りたたみ式 　　〃

ドリームシーソー ２台 赤、青 　　〃

のりものソファ ４組 消防車２、タクシー１、機関車１ 　　〃

折りたたみビッグスライダー １台 １６０×９６×４２ｃｍ 　　〃

トップパネル ２組 ６枚組（緑、赤） 　　〃

トップパネル １組 ５色セット３０枚組 　　〃

トップパネル ２台 トンネル 　　〃

トップパネル ２台 滑り台 　　〃

トップパネル １台 階段 　　〃

トップパネル ３台 ふた 　　〃

フラットジャンピング １台 　　〃

キッズソファ １４台 ツイン 　　〃

キッズソファ １台 コーナー 　　〃

コートハンガー ４台 大 　　〃

シューズロッカー ４台 ２０足収納アルミ製 　　〃

ネットワークディスクレコーダー １台 パナソニック DZ-NV200/1M 事務室

スイッチングハブ １台 パナソニック S８ーPWR 　　〃

プロジェクター １台 キャノン LV-7392A 多目的集会室倉庫

プロジェクター台 １台 ＳＡＮＷＡ PR-3K 　　〃

ホワイトボード １台 ２０００×１２００ｍｍ 多目的集会室

空気清浄機 １台 ダイキン ACEF12L-W 　　〃

カラーモニター １台 シャープ LC-24K9-B 事務室

乾湿両用掃除機 １台 パナソニック MC-G600WDP ボランティア控室

チェンソー １台 コマツゼノア G2551T 10CV 管理棟

ブロア １台 コマツゼノア EBZ7500 　　〃

電話機 ２台 ＮＥＣ DTZ-12D-1D(WH) 事務室

コードレス電話機セット １台 ＮＥＣ IP3D-SZCL-2 SET 　　〃

乗用草刈機 １台 ジョンディア X320-48型（集草装置付（PF240A)) 管理棟

刈払機 ５台 ゼノア SBC４４１０EZ 　　〃

芝刈機 ２台 シングウ SLM21450HBP 　　〃

高枝鋸 ３本 ユーエム工業 シルキーはやうち４段 　　〃

Ｆ１サイクル １台 ノーパンクタイヤタイプ ﾌｧﾝｼｰｻｲｸﾙ収納庫

スノーモービル １台 YAMAHA Venture MP

ミニホイールローダー １台 コマツ WA30-6E0

ハンマーナイフモア（クローラー） １台 イセキアクリ HRC804（楽々ディバイダー・立ち乗りステップ付き）

スクーター 1台 ヤマハ JOG　CHE-50（フロントバスケット付き）


