
品  名 数量 メーカー 型  番

両袖机 1台 イトーキ　 Ｗ1400×Ｄ700×Ｈ700

片袖机 4台 イトーキ　 Ｗ1200×Ｄ700×Ｈ700

ミーティング用テーブル 1台 コクヨ　　 Ｗ180×Ｄ900×Ｈ700

テーブル(受付、情報コーナー） 1台 コクヨ
ミーティング用テーブル
寸法：Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ700（半円）

会議用テーブル 24台 内田洋行 天板フラップ式
寸法：Ｗ1800×Ｄ600×Ｈ700
休憩テーブル（リフレッシュテーブル ４本脚） 8台 コクヨ 高さ：Ｈ700
天板寸法：φ1200
脚：φ1200

作業台（軽作業台） 3台 コクヨ Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ900

作業台 5台 コクヨ Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ740

軽作業台（製粉機台） 1台 コクヨ ＦＷ―ＫＤ126ＳＮＮ　Ｗ1200×Ｄ600×Ｈ900

サイドスタックテーブル 5台 ＵＣＨＩＤＡ SE-N1860 1800×600×700

木工工作台 1台 イチムラ Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ800

サークル肘付きチェアー 5台 コクヨ　　 Ｗ600×Ｄ570×Ｈ1065

椅子（受付、情報コーナー） 9脚 コクヨ 会議用イス
寸法：Ｗ530×Ｄ560×Ｈ790

休憩椅子 32脚 コクヨ 寸法：Ｗ485×Ｄ515×Ｈ770
スタック数：４脚

運動遊具（ベンチ） 2個 フレーベル館 ＭＤＦ　パイン生成材　４．５Kg

運動遊具（語らいベンチ） 1個 中村製作所 Ｗ2790×Ｄ1390×Ｈ670

運動遊具（語らいベンチ） 1個 中村製作所 Ｗ2790×Ｄ690×Ｈ670

運動遊具（語らいベンチ） 8個 中村製作所 Ｗ1900×Ｄ660×Ｈ910

ロッカー 2台 コクヨ　　 Ｗ900×Ｄ515×Ｈ１７９０

キャビネット 2台 コクヨ　　 Ｗ900×Ｄ450×Ｈ2100（両開き）

テレビ台 1台 コクヨ　　
Ｗ900×Ｄ500×Ｈ1200コンビ3段
引き出し/上段：Ｇ・中下段：Ｆ
セーフティロック・鍵・ラッチ付き

木製食器収納ユニット 1台 コクヨ　　 Ｗ600×Ｄ450×Ｈ1800
スライド天板（Ｗ555×Ｄ380）付

掃除用具ロッカー 2台 ライオン Ｗ700×Ｄ400×Ｈ1790・35ｋｇ・カギ付き

格納庫（備品ロッカー） 4台 コクヨ 寸法：Ｗ455×Ｄ515×Ｈ1790
棚板３枚付き・鍵付き

ハンドルラック（収納棚） 1式 コクヨ
2連移動棚（Ｗ2255×Ｄ700×Ｈ2140）3基、
2連固定棚（Ｗ2130×Ｄ370×Ｈ2140）１基

マップケース（Ａ１用） 2台 コクヨ 寸法：Ｗ978×Ｄ740×Ｈ415

ロールマップケース（Ａ1用） 1台 コクヨ 寸法：Ｗ978×Ｄ740×Ｈ415

折りたたみイス用台車 5台 コクヨ 寸法：Ｗ935×Ｄ775×Ｈ1470
積載許容荷重：160ｋｇ

１０人用コインロッカー 3台 イトーキ 寸法：Ｗ840×Ｄ455×Ｈ1790
仕様：２列５段

災害多人数用救急箱 1箱 東京都葛飾福祉工場 約50人用

ＡＥＤ自立型収納ケース 1台 日医オリジナル ＨＮ－１型

冷蔵庫（265Ｌ・右開き） 1台 日立 Ｗ540×Ｄ625×Ｈ1495

麵打ちセット 5セット ﾌｸｼﾞｸﾚﾝｻﾞｰ工業所 Ａ-1015　のし板、めん棒、こね棒、麵切包丁、こま板

モリブデン寸胴鍋 1個 EBM（江部松商事） 内径600×深さ600

業務用ガスコンロ 1個 マルゼン ＭＧ―12Ｊ　ガス消費量　23.3kw

炊飯ジャー 2台 タイガー 業務用 ＪＮＯ－Ａ３６０ 360×426×Ｈ383

アルミ打出料理鍋 2台 ＥＢＭ 54㎝ 44L H255 板厚3.0 木蓋付

ガスコンロ台 1台 マルゼン BWG-064 Ｗ600×Ｄ470×650

マガジンラック 1台 コクヨ　　 Ｗ665×Ｄ400×Ｈ905

業務用手押し式スイーパー 1台 ケルヒャー
作業幅48㎝（サイドブラシ使用70㎝）作業能力。1920㎡/ｈ（サイド
ブラシ使用2800㎡/ｈ）

業務用・産業用掃除機 1台 アマノ 風量2.2㎡/min パケット容量15ℓ

            【備品一覧】北海道立オホーツク流氷公園           別添１－８－１
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乾湿両用 業務用掃除機 1台 アマノ 風量2.42㎡/min集塵容量35ℓ

業務用掃除機（肩掛け・乾燥ゴミ用） 1台 山崎 連続使用（バッテリー約18分～20分）風量2.42㎡/min集塵容量2ℓ

傘立て45本用 1台 コクヨ ステンレス
寸法：Ｗ905×Ｄ335×Ｈ500

傘立て25本用 4台 コクヨ ステンレス
寸法：Ｗ480×Ｄ350×Ｈ500

パンフレットスタンド 1台 コクヨ 寸法：Ｗ758×Ｄ350×Ｈ1525
厚型、Ａ4判用・3列5段

マット 1組 ダイニック㈱ 0.31ｔ×185㎝×50m乱

大型掛時計 1個 セイコー ＫＨ－403Ｂ　直径５５．７㎝×厚さ５㎝

ハンディブロワー 1台 スチール BG86CE 排気量27.2C㎡

強力パンチ 1台 コクヨ　　 Ｗ206×Ｄ448×Ｈ212

トラクタ用アタッチメント 1台 スノーブロワＳＢＸ47

トラクタ用アタッチメント 1台 フロントクイックヒッチ　油圧リフト（スノーブロワの取付付属品）

トラクタ用アタッチメント 1台 2000ＲＰＭフロントＰＴＯ（スノーブロワの取付付属品）

トラクタ用アタッチメント 1台 バラストボックス（スノーブロワの取付付属品）

トラクタ 1台 東興産業㈱ ２３０５ＨＳＴ型 Ｌ2605×Ｗ1208×Ｈ1998

エアレータ 1台 東興産業㈱ ＴＭ４2　作業幅　１０６．７㎝

ロータリーテイラー 1台 東興産業㈱ ６４７ 作業幅121.9㎝

砕土機 1台 オートサイド AS-7-5

パワースプレイヤ 1台 東興産業㈱ Ｐ3ＢＮ

ブロードカスタ 1台 東興産業㈱ ＴＢＣ200　ホッパ容量　200Ｌ

刈払機（ロータリーモア） 1台 共立 ＧＭ65ＡＷＲ  Ｌ170×Ｗ92×Ｈ80  251㏄

フレイルモア 1台 東興産業㈱ 130ＭＡＧＮＵＭ型　作業幅130㎝

ミッドロータリーモア 1台 東興産業㈱ ６２Ｃ 作業幅158㎝

トップハンドルチェーンソー 2台 共立 CSE2701T/25RC90  排気量２６．９ml

肩掛式刈払機 2台 共立 SRE2310U  Ｌ1760×Ｗ560×Ｈ450

製粉機 1台 国光社 ＮＫ―ＭＳＢ Ｗ350×Ｄ348×Ｈ565

樹木粉砕機 1台 大橋 ＧＳ121ＧＮ 　Ｌ1620×Ｗ730×Ｈ1270

研磨機 1台 マキタ 9804型　研磨能力　長さ400㎜×75㎜×9.5mm

集塵機 1台 ムラコシ MY-125XN 最大風量33㎡/分

来客カウンタ 1台 ＴＡＫＥＸ ＭＡ５５

液晶カラーテレビ 1台 シャープ ＡＱＵＯＳ
ＬＣー20Ｄ50Ｂ

ポータブルワイヤレスアンプ 1台 パナソニック ＷＸ－ＰＷ32

ワイヤレスマイク 1本 パナソニック ＷＸ－1700

デジタルカメラ 1台 キャノン PowerShotSX200IS（ブラック）

双眼鏡 1台 ニコン・アクション ＥＸ12×50ＣＦ

プロジェクター 1台 エプソン ＥＭＰ－1710

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 1台 日本光電 ＡＥＤ－1200

ホース巻取機 2台 報商製作所 WRK－01 650×410×875

オフィスボード 1台 コクヨ　　 Ｗ1915×Ｄ628×Ｈ1800

オフィスボード（回転黒板） 1台 コクヨ 寸法：Ｗ1315×Ｄ628×Ｈ1800
質量：18ｋｇ
展示パネル（コミュニケーションボード） 3枚 コクヨ パネル１（Ｗ1160×Ｈ1160）ポール１　Ｔ型ベース１

踏台 1台 コクヨ SP－S53 Ｗ420×Ｄ780×Ｈ990



品  名 数量 メーカー 型  番

はしご兼用脚立 2台 コクヨ SP-37NN Ｗ680×Ｄ1250×Ｈ2000

雪上車 1台 ski doo Tundra LT550F

車いす（介助ブレーキ付） 5台 カワムラサイクル ＫＲ－4－42ＮＢ

卓球フェンス運搬車 2台 三英 Ｌ1607×Ｗ830×Ｈ1480

ベビーカー 5台 EXコンビ マルチ５ウエイ　ＰＷ　ショルダーストラップ付

除雪機 1台 ホンダ HS1810Z  除雪幅100㎝　　最大除雪量108t/h

手押車（重量荷用台車） 2台 コクヨ 重量荷用台車　Ｗ790×Ｄ1240×Ｈ890

折りたたみ式アルミリヤカー 1台 ヒラキ NS-8-A2P Ｗ800×Ｌ1200

帆布カラーマット 8枚 フレーベル館 ノンスリップ 赤 3229 17㎏ 綿帆布

バルーン3 1個 ギムニク サイズ：直径85㎝～130㎝  対荷重：300㎏   素材：塩化ビニール

乳幼児遊具（フラッポリン） 1個 フレーベル館 ハンドフロア各1　砂袋4　２０kg

乳幼児遊具（プラフォーミング） 1個 フレーベル館 ２０㎝　重量２４Kg

乳幼児遊具（わんぱくとりで） 1個 フレーベル館 ＥＶＡ　発砲ポリエチレン　３７Kg

乳幼児遊具（ゆらゆらシーソー） 1個 フレーベル館 うさぎ型　　１．６Kg

乳幼児遊具（ゆらゆらシーソー） 1個 フレーベル館 ライオン型　１．６Kg

乳幼児遊具ソフトスロープ 1個 フレーベル館 ウレタン型　１２．７Kg

ニコニコサークル（セット） 1組 フレーベル館 390×240

レインボ－平均台 1組 フレーベル館 バーユニット6　ジョイントステップユニット6
ピッチング（フルーツピッチング） 1組 フレーベル館 本体1　ボール10

デツキ輪投げ 1組 フレーベル館 投げ輪９　４．５kg

ふんわかびーずくっしょん 1個 フレーベル館 海のなかまたち（タコ）500g

デッキ輪投げ 1台 フレーベル館 ４．５㎞

ワンパクタクシー 1台 フレーベル館 313002 16㎏

ベンハ―三輪車 1台 フレーベル館 312604 13㎏

ワンパク三輪車 1台 フレーベル館 312601 11㎏

ワンパク三輪車 1台 フレーベル館 312600Ｓ 8.7㎏

フラッポリン 1個 フレーベル館 ＡＣ100Ｖ 重量20㎏

マット 20個 フレーベル館 ナイロン帆布　約１６Kg

卓球台 2台 三英 Ｌ2740×Ｗ1525×Ｈ760  天板厚３０㎜　約１４０kg

指揮台 1台 トーエイライト ミニオールアルミ指揮台130（体操用指揮台）Ｈ130×Ｄ130×80

三方幕付テント 1張 大川工業 ２．６９ｍ×４．４２m

リサイクルボックス 3台 コクヨ　　
スチールタイプ 外寸法Ｗ320×Ｄ220×Ｈ595
口径Ｗ240×Ｄ150  袋止めフック付き

クズ入れ 4台 コクヨ　　
デスクサイド用 外寸法Ｗ262×Ｄ160×Ｈ335
内寸法Ｗ242×Ｄ140×Ｈ320

テプラ 1台 キングジム
表示画面6文字×4行 書体漢字2かな3英数3、印字密度180dpi×96bot最大印
字行数6 寸法幅179×奥行213×高さ60mm 内蔵文字数5,365文字

シュレッダ 1台 コクヨ　　
最大細断枚数（A4コピー用紙）約7枚 ゴミ箱容量15L 細断寸法3×25mm  外
寸法Ｗ350×Ｄ240×Ｈ460 消費電力250Ｗ

電波掛時計 1台 シチズン
寸法直径330×奥行58mm 質量900ｇ
ステップ秒針

ベース 1台 コクヨ　　 Ｗ900×Ｄ438（488）×Ｈ60

天板 1台 コクヨ　　 外寸法Ｗ900×Ｄ450（500）×ｔ20

スツール 6脚 コクヨ　　 外寸法直径405×Ｈ460（布）座面寸法直径340



品  名 数量 メーカー 型  番

食器セット 1式
カウネットジョイン
テックス

コーヒーカップ6客（満杯容量210ml）、コーヒーポット1（耐熱温度
120℃）、コーヒースプーン6本（ステンレス）、コーヒーフォーク6本（ス
テンレス）、湯呑茶碗5客揃（満杯容量175ml）、急須（575ml材質磁器）、
フルーツナイフ、まな板230×410

カーテン 2.5ｍ サンゲツ Ｌ２.５ｍ×Ｈ１.８ｍ

ステンレスダストボックス 6個 アスクル 寸法直径120×高さ165ｍｍ 容量1.5Ｌ 材質ステンレス

玄関マット 10枚 ライオン 屋内用ハイクラスマット、600×900mm

マップケースベース（Ａ１用） 1台 コクヨ 寸法：Ｗ978×Ｄ740×Ｈ95

折りたたみイス肘なしチェアー 175脚 コクヨ
Ｗ405×Ｄ475×Ｈ705 座クッション：ポリウレタン（ビニールシー
ト）、脚：丸パイプ径19.1 メラニン焼付塗装

会議用スタッキングチェアー 48  脚 コクヨ
Ｗ500×Ｄ575×Ｈ760、背・座/カボール成型合板、スラブポリウレタ
ン 脚ハイテンションスチールパイプΦ13 連結可能

チェアポーター 3台 コクヨ
Ｗ600×Ｄ820×Ｈ415、メラニン焼付塗料
φ100キャスター付き

展示パネル（コミュニケーションボード） 5枚 コクヨ パネル（Ｗ1160×Ｈ1160）

作業用椅子 12脚 コクヨ Ｗ420×Ｄ420×Ｈ435

ミーティングスツール 18脚 サンケイ
丸椅子、外形寸法：直径:350×高さ460mm
脚：直径25.4mm丸パイプ、座：PP再生樹脂成型品

拡声器（抗菌防水メガホン） 3台 なんず ＭＧーＮＺ645

コードリール 3台 ハタヤ ＢＧ－301ＫＸ・30ｍ

マイクスタンド 1台 ソニー Ｂ－500Ａ

ダイナミックマイクロホン 1本 ソニー Ｆ－７２０

成人用パドル（２組入） 1個 日本光電 ＡＥＤ－1200用
小児用パドル（減衰器付き除細動電極） 1個 日本光電 ＡＥＤ－1200用

バルーン1 1個 ギムニク サイズ：直径30㎝～50㎝   対荷重：300㎏   素材：塩化ビニール

バルーン2 1個 ギムニク サイズ：直径55㎝～90㎝   対荷重：300㎏   素材：塩化ビニール

バルーン4 1個 ギムニク サイズ：直径45㎝         対荷重：300㎏    素材：塩化ビニール

バルーン5 1個 ギムニク サイズ：直径55㎝         対荷重：300㎏    素材：塩化ビニール

バルーン6 1個 ギムニク サイズ：直径65㎝         対荷重：300㎏   素材：塩化ビニール

バルーン7 1個 ギムニク サイズ：直径75㎝         対荷重：300㎏    素材：塩化ビニール

バルーン8 1個 ギムニク サイズ：直径85㎝         対荷重：300㎏    素材：塩化ビニール

三輪車 2組 フレーベル館 本体:鉄製、焼付塗装　タイヤゴム
ホイール・サドル：プロピレン、重量4.6kg

卓球フェンス 50組 三英 フレーム＋ネットセット　サイズ:Ｌ1400×Ｗ400×Ｈ750  重量:4Kg

スノーシュー 20組 TUBBS サイズ/重量　18㎝×48㎝/1.09kg　　　適応荷物18kg～41kg

スノーシュー 10組 TUBBS サイズ/重量　18㎝×46㎝/0.91kg　　　適応荷物～23kg

スノーシューストック 30組 TUBBS 2段式ポール　サイズ:フリー（105～130㎝）無段階調整

展示パネル 3枚 コクヨ SN-PB1218KsN　 Ｗ1260×Ｄ570×Ｈ1800

スキー 2組 アルピナ アルピナTR-Light　168㎝

スキー 6組 アルピナ アルピナTR-Light　178㎝

スキー 10組 アルピナ アルピナTR-Light　188㎝

スキー 2組 アルピナ アルピナTR-Light　198㎝

スキー金具 20組 ロッテフェラー ロッテフェラーツーリング3

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ37）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ38）

スキーブーツ 3足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ39）

スキーブーツ 3足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ40）

スキーブーツ 3足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ41）

スキーブーツ 3足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ42）
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スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ43）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナT-TREK　（サイズ44）

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　125㎝

スキーポール 3組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　130㎝

スキーポール 4組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　135㎝

スキーポール 5組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　140㎝

スキーポール 4組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　145㎝

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャーXCスポーツ　150㎝

スキー 2組 フィッシャー フィッシャースプリントクラウン　130㎝

スキー 2組 フィッシャー フィッシャースプリントクラウン　140㎝

スキー 2組 フィッシャー フィッシャースプリントクラウン　150㎝

スキー 2組 フィッシャー フィッシャースプリントクラウン　160㎝

スキー 2組 フィッシャー フィッシャースプリントクラウン　170㎝

スキー金具 10組 ロッテフェラー ロッテフェラーDINO

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナST-10Jr　（サイズ32）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナST-10Jr　（サイズ33）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナST-10Jr　（サイズ34）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナST-10Jr　（サイズ35）

スキーブーツ 2足 アルピナ アルピナST-10Jr　（サイズ36）

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャー ジュニアファイバー　100㎝

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャー ジュニアファイバー　105㎝

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャー ジュニアファイバー　110㎝

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャー ジュニアファイバー　115㎝

スキーポール 2組 フィッシャー フィッシャー ジュニアファイバー　120㎝


