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上記案件に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。
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公益財団法人横浜市建築保全公社ノートパソコン等一式の購入

質　　　　　　問 回　　　　　　答

4 機器仕様<NAS>
OS：Windows Storage Serverについて
は、最新版のWindows Server IoT 2019
for Storageでもよろしいでしょうか。

問題ありません。

4 機器仕様<NAS>
OSについては、「スタンダード」
「Workgroup」のどちらエディションでも
問題ないでしょうか。

「Standard Edition」でお願いします。

4 機器仕様<NAS>
Raid未使用状態で16TB以上であること。
については、搭載HDD容量が16TB以上であ
れば良いでしょうか。

問題ありません。

2(2) 添付品について
	＜HDMI ケーブルについて＞
・長さをご指定頂けますでしょうか。
・端子は「Type-A」でよろしいでしょう
か。
・その他、バージョンなどご指定はあり
ますでしょうか。

長さは「1ｍ以上」でお願いします。
端子は「TYPE-A」でお願いします。
バージョンは「ハイスピード以上」でお願いします。

2(1) セットアップについて
＜管理者権限アカウントについて＞
ユーザID／パスワードを、ご契約に公社
様からご提示頂けますでしょうか。

契約後に提供します。

令 和 3 年 4 月 30 日

公益財団法人 横浜市建築保全公社

設計図書(仕様書)等に関する質問の回答書



質　　　　　　問 回　　　　　　答
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4 機器仕様
＜ノートパソコン＞
マウス接続方式は、有線と無線のどちら
にしますか。

「有線」でお願いします。

4 機器仕様
＜NAS＞
「Windows Storage Server」には、
「Workgroup Edition」と「Standard
Edition」がありますが、どちらになりま
すでしょうか。
・Workgroup Edition：50ユーザまで
・Standard Edition：無制限

「Standard Edition」でお願いします。

4 機器仕様
＜NAS＞
設置／配線及びセットアップについて
は、入札内容から対象外となりますがよ
ろしいでしょうか。

問題ありません。

「設定無し・配送のみ」でお願いします。

4 機器仕様
＜インクジェットプリンタ＞
設置／配線及びセットアップについて
は、入札内容から対象外となりますがよ
ろしいでしょうか。

問題ありません。

4 機器仕様
＜インクジェットプリンタ＞
	現地での設置作業が無しの場合、インク
ジェットプリンタの基本設定時にインク
カートリッジの装着が必要となります。
配送時のインク漏れを避けるため、設定
無しで配送のみとなりますがよろしいで
しょうか。

問題ありません。

4 機器仕様
＜ノートパソコン＞光学ドライブ
USB接続での外付けドライブでも可能で
しょうか。
その際、47台分必要となりますでしょう
か。

外付けドライブでも差し支えありません。ただし、こ
の場合は47台分必要です。

4 機器仕様
＜NAS＞
現地での設置作業が無しの場合、NAS の
基本設定時に必要な情報 (IPアドレス,パ
スワード,RAID,アクセス権）を事前に頂
いて設定するか、設定無しで配送のみと
なるか、のどちらになりますでしょう
か。
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「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、１ページ目、２ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝのｾｯﾄｱｯﾌﾟ、
（１）ｾｯﾄｱｯﾌﾟについて
ｾｯﾄｱｯﾌﾟですが、仕様書の記載通り、ﾛｰｶﾙ
PCｱｶｳﾝﾄ作成、Office365ProPlus、E-Set
Antivirus、Adobe Acrobatのｲﾝｽﾄｰﾙのみ
の作業でよろしいでしょうか。
他の設定作業(例えば、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名やIPｱﾄﾞ
ﾚｽ等）は、必要ありませんでしょうか。

仕様書に記載のとおりです。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、１ページ目、２ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝのｾｯﾄｱｯﾌﾟ、
（１）ｾｯﾄｱｯﾌﾟについて
仕様書の記載通り、Office365ProPlus、
E-Set Antivirus、Adobe Acrobatのｲﾝｽﾄｰ
ﾙﾒﾃﾞｨｱですが、公社様にてご用意頂き、
それを使用してのｲﾝｽﾄｰﾙ作業でよろしい
でしょうか。

メディアは契約後に提供します。
インストール作業のみお願いします。

ご認識のとおりです。

メーカーについて
PC、プリンタ、NASのメーカーについて制
約は無いということで良いでしょうか。

音声　ヘッドホン及びマイクのコンボ
ジャックを内蔵すること
上記はマイク・ヘッドホン端子兼用（4
極）またはマイク端子（3極）＋ヘッドホ
ン端子（3極）の指定はありますでしょう
か

指定はありません。

HDMIケーブルの長さに指定はありますで
しょうか

長さは「1ｍ以上」でお願いします。

制約はありません。

公募型指名競争入札参加意向申出書
	下方右側の”（担当）”欄へは、弊社の
担当者情報を記載する事でよいでしょう
か。

　ご質問のとおり、事業者様の担当者の情報をご記入
ください。

HDMIケーブルについて
長さとタイプについて特に指定があれば
教えてください。

長さは「1ｍ以上」でお願いします。
端子は「TYPE-A」でお願いします。
バージョンは「ハイスピード以上」でお願いします。

公募型指名競争入札参加意向申出書につ
いて
書式のダウンロードが可能な場所（URL）
を教えてください。

　公社ホームページお知らせ欄「【公募型指名競争入
札】公益財団法人横浜市建築保全公社ノートパソコン
等一式の購入」の「３入札参加申出書等（各種様
式）」に掲載しております。
（http://www.yhozen.or.jp/information/74434/）

NAS、インクジェットプリンタについて設
定等は不要と認識でよろしいでしょうか



質　　　　　　問 回　　　　　　答
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設計図書　機器仕様
ノートパソコン
Officeソフトについて、Office365Pro
Plus をインストールとありますが、現行
名称の「Microsoft 365 Apps For
Enterprise Open」での対応でよろしいで
しょうか。

メディアは契約後に提供します。
インストール作業のみお願いします。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、３ページ目、４機器仕様、＜ｲﾝｸｼﾞｪｯ
ﾄﾌﾟﾘﾝﾀ＞、項目　用紙
A4との記載がございますが、A4以上（例
えばA3）でもよろしいでしょうか。

問題ありません。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、３ページ目、４機器仕様、＜ｲﾝｸｼﾞｪｯ
ﾄﾌﾟﾘﾝﾀ＞
インクジェットプリンタですが、参考機
種をご提示頂くことは可能でしょうか。

仕様書に記載のとおりです。

設計図書　機器仕様
ノートパソコン
光学ドライブについて、ノートPC内蔵で
はなく外付けドライブでもよろしいで
しょうか。

外付けドライブでも差し支えありません。ただし、こ
の場合は47台分必要です。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、２ページ目、４機器仕様、＜ﾉｰﾄﾊﾟｿｺ
ﾝ＞、項目　光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
光学ドライブについて、外付けでもよろ
しいでしょうか。

外付けドライブでも差し支えありません。ただし、こ
の場合は47台分必要です。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、２ページ目、４機器仕様、＜ﾉｰﾄﾊﾟｿｺ
ﾝ＞、項目　映像出力
添付のHDMIケーブルの長さは、1ｍ以上で
よろしいでしょうか。

長さは「1ｍ以上」でお願いします。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、３ページ目、４機器仕様、＜ｲﾝｸｼﾞｪｯ
ﾄﾌﾟﾘﾝﾀ＞、項目　インク
大容量のインクタンクは、必須になりま
すでしょうか。

必須でお願いします。

「ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ等一式の購入」に関する仕様
書、２ページ目、４機器仕様、＜ﾉｰﾄﾊﾟｿｺ
ﾝ＞、項目　SSD
SSDのNVMe規格は、必須になりますでしょ
うか。

必須でお願いします。



質　　　　　　問 回　　　　　　答

30

31

32

33

34

35

36

37

38

設計図書　機器仕様
ノートパソコン
その他ソフトにあるE-set Antivirusにつ
いて、クラウド対応オプションのご指定
はありますでしょうか。
①クラウド対応オプション
②クラウド対応オプションLite
③不要

メディアは契約後に提供します。
インストール作業のみお願いします。

設計図書　機器仕様
ノートパソコン
その他ソフトにあるAdobe Acrobatは、
ProとStanderdのどちらかご指定はありま
すでしょうか。

メディアは契約後に提供します。
インストール作業のみお願いします。

設計図書　機器仕様
ノートパソコン
その他ソフトにあるE-set Antivirusは、
①ESET Endpoint Protection Advanced
と②ESET Endpoint Protection Standard
どちらかご指定はありますでしょうか。
また、ご契約希望年数（最長５年）のご
指定はありますでしょうか。

メディアは契約後に提供します。
インストール作業のみお願いします。

設計図書　添付品
添付品にあるHDMIケーブルの長さについ
て、ご指定はありますでしょうか。

長さは「1ｍ以上」でお願いします。

設計図書　NAS及びインクジェットプリン
タ
NAS及びインクジェットプリンタについて
は設定・設置・配線等の作業は含まれ
ず、納品のみでよろしいでしょうか。

問題ありません。

2(1)
セットアップに関しては表記されている
ソフト以外のインストール作業はないと
考えて宜しいでしょうか？

ご認識のとおりです。

落札となった場合、設定するOSのログイ
ンパスワードやユーザー名、IPアドレス
等は別途ご教示頂けるという認識でよろ
しいでしょうか？

ご認識のとおりです。

納品方法は、郵送と直接納品のどちらに
なりますでしょうか？

どちらでも構いません。

2(2)
ノートパソコンと同数のHDMIケーブルが
必要とありますが、長さ及び規格等のご
指定はございますでしょうか？

長さは「1ｍ以上」でお願いします。
端子は「TYPE-A」でお願いします。
バージョンは「ハイスピード以上」でお願いします。
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以　上

4(NAS)
OS Windows Storage serverを使用となっ
ておりますが、OSは2016又は2019のご指
定は有るでしょうか？
また上記ご回答頂くOSのEdition指定はご
ざいますでしょうか？

「2019 Standard Edition」でお願いします。

4(インクジェットプリンタ)
こちらについてはモノクロ又はカラーの
どちらでご検討なさっているでしょう
か？

カラーでお願いします。
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