
機能等証明について 

 

１ 機能等証明とは 

機能等証明は、納入しようとする物品が要求仕様書に示す各項目の仕様を

満たすことを証明する書類である。 

入札に参加するためには、機能等証明書（別記様式１）に２に掲げる提出書

類を添付のうえ熊本県立大学事務局総務課に提出し、競争入札参加資格の有

無について確認を受ける必要がある。 

 

２ 提出書類 

（１）パソコン等の機能性の性能等に関する仕様（別記様式２） 

ア 「回答」欄 

    要求仕様を満たしていれば「○」、満たしていなければ「×」を記入す

ること。 

イ 「製品名及び特記事項」欄 

    製品名を記入するとともに必要に応じて補足説明を行うこと。なお、ス

ペースが不足する場合は、別紙による説明書の添付でもよい。 

ウ 「資料№」欄 

    下記２（２）の製品仕様書、カタログ等の一連番号を記入すること。 

エ 「審査」欄 

    記入しないこと。 

（２）各仕様の内容を確認できる資料として製品仕様書、カタログ等を添付する

こと。 

なお、製品仕様書、カタログ等の該当する箇所にマーカー、○囲みをする

などわかりやすく表示し、２（１）ウの「資料№」欄に記入した番号のイン

デックスを付けること。 

（３）納入を予定している物品の機器提供業者、その物品の設置・設定及び動作

確認を担当する業者のいずれもが、要求仕様に基づく能力を有する業者で

あることを証明する書類及び体制図（入札参加者も含め関係する事業所名、

住所、責任者、人員数等を記載したもの。）を提出すること（様式は自由。）。 

 

３ 提出に際しての注意事項 

（１）提出書類のサイズは、原則としてＡ４版とし、２（１）～（３）の順番で

ファイル等に綴じて提出すること。 

（２）提出書類は、日本語で作成したものに限る。ただし、製品仕様書等で日本

語以外の資料しかない場合は、日本語訳を添付すること。 

（３）提出された内容については、説明を求めることがある。 

（４）提出された内容に不備が認められたときには、受付をしない場合があるが、

これを理由に提出期限を延長することはできないので、余裕を持って提出

すること。 



機 能 等 証 明 書 

 

平成  年  月  日  

 

 公立大学法人熊本県立大学 

  理事長 白石 隆 様 

 

（申請者） 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

 

 下記の入札において、納入を予定している物品は、要求仕様を全て満たしてい

ることを証明します。 

 つきましては、入札公告に基づき別添のとおり機能等証明関係書類を提出し

ますので、審査のうえ、入札の対象機器として承認いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

記 

１ 入札事項 熊本県立大学居住情報実習室用システム機器及びソフトウェア

等の賃貸借 

２ 借入物品及び数量 

サーバ 

クライアントＰＣ 

Ａ３カラー画像入出力装置 

Ａ３カラー画像出力装置 

プロジェクター 

スイッチングハブ 

３ｾｯﾄ    

５０ｾｯﾄ    

１ｾｯﾄ     

２ｾｯﾄ     

２ｾｯﾄ     

６ｾｯﾄ 

 

（別記様式１） 



別記様式２　納入物品仕様一覧
仕様内容 回答 製品名及び特記事項

資料
ＮＯ

審査
ﾁｪｯｸ

仕様詳細１　サーバ　３セット                           
本体１ CPU ｲﾝﾃﾙ(R) Xeon(R) ｼﾙﾊﾞｰ4110 2.1GHz 8C/16T以上

ﾒﾓﾘ 8GB RDIMM 2666MT/s（増設可）
LANｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠LANポート
HDD 600GB×2　(15k RPM SAS 12Gbps　ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ)
RAID構成 RAID1
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD ROM

本体２ CPU ｲﾝﾃﾙ(R) Xeon(R) E3-1220 V6 3.0GHz 4C/4T以上
ﾒﾓﾘ 4GB UDIMM 2400MT/s（増設可）
LANｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠LANポート
HDD 900GB×4　(15k RPM SAS　ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ)
RAID構成 RAID5
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD ROM

本体３ CPU ｲﾝﾃﾙ(R) Xeon(R) E3-1220 V6 3.0GHz 4C/4T以上
ﾒﾓﾘ 4GB UDIMM 2400MT/s（増設可）
LANｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠LANポート
HDD 1TB×2　(Near Line SAS 7.2k RPM ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ)
RAID構成 RAID1
光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD ROM

無停電電源装置をSVごと装備すること。(停電時は、自動的かつ安全にサー
バーをシャットダウンできる仕様であること。)
オムロン　BN75RG5または同等品

19.5ｲﾝﾁTFT液晶モニター以上 CPU切替可（必要機器を準備すること）

以下のソフトをインストール済みのこと。
Windows2016デバイスCAL（クライアント50台分）
WindowsServer Standard Core2016　ライセンス（SV3台分）
プリント履歴・印刷制限ソフト：出力装置から実際の印刷完了
履歴をアカウント毎に集計すること
(富士ゼロックスApeosWare ManagmentSuiteまたは同等品）
ウィルス対策ソフト（大学指定ﾗｲｾﾝｽにてインストールすること）

１Uラックマウント型NAS(4TB)
（参考機種 ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ　TS5410RN0404または同等品）
5年間デリバリー保守パック
無停電装置（参考機種 ｵﾑﾛﾝBX35Fまたは同等品）ﾗｯｸｱｳﾝﾄ対応

鍵・冷却FANを装備すること
内棚を2つ装備すること

その他 ｻﾎﾟｰﾄ：5年間オンサイト（平日対応）

ＵＰＳ

液晶モニター

ソフトウェア

バックアップ関連

サーバーラック

仕様項目



仕様内容 回答 製品名及び特記事項
資料
ＮＯ

審査
ﾁｪｯｸ

仕様項目

仕様詳細２　クライアントPC　５０セット                           
外形 省スペースデスクトップモデル
外形寸法 (H×W×D)29×9.26×29.2cm以内

本 CPU インテル(R) Core i5-7500ﾌﾟﾛｾｯｻｰ　3.4GHz以上
体 メモリ 8GB以上（増設可）

ｸﾞﾗﾌｨｯｸｶｰﾄﾞｲﾝﾀｰﾌｪｲ
ｽ

AMD Radeon R5 430,１GB
LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠
ドライブ 光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD+/-RW

KB/マウス 109日本語キーボード／　2ボタンｽｸﾛｰﾙ光学マウスを添付すること
ＯＳ Windows 10 Pro　64ﾋﾞｯﾄ(日本語版)

SSD：256GB SATA Class20

23.8インチ液晶ディスプレイ（1920×1080）以上
表示色：1670万色以上
コントラスト比：1,000:1
保証：3年間良品先出しサービス
以下のソフトウェアをインストールすること
ライセンス商品についてはｲﾝｽﾄｰﾙﾃﾞｨｽｸを各1個つけること
MS-Office Professional Plus　…　50本
Adobe Creative Cloud･･･50本
A＆A Vector Works Designer 2018 for OASIS･･･50本
パソコン運用支援ソフト「瞬快(上)」または同等品…50本
ウィルス対策ソフト（大学指定ﾗｲｾﾝｽにてインストールすること）
参考機種　DELL OptiPlex 3050 SFF または同等品

 仕様明細３（A3カラー画像入出力装置　1セット）
印刷方式

スキャン機能
ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾀｲﾑ
PostScript3対応
給紙トレイ
操作制限機能
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
その他
電源

認証によるコピー操作制限機能
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-Tを装備すること
自動両面原稿送り装置・自動両面印刷機能・ソート機能
１００V１５A

その他

プリント履歴・集計・印刷制限が可能な環境を構築すること
国際エネルギースタープログラムの認定基準を満たすこと
エコマーク商品であること。

プリント：1200×2400dpi以上
プリント速度 モノクロ：25枚A4ヨコ/分以上

カラー：25枚A4ヨコ/分以上

その他

記憶装置
液晶モニター

ソフトウェア

グリーン購入法に適した製品であること

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5を装備すること
4段＋手差し以上

出力ファイル形式：TIFF・PDF・JPEG・XDW・XPS
45秒以下（室温20℃）

TWAIN規格対応プルスキャン及び当該装置のみで、プッシュスキャンでPDF・TIFF・XDW形式
でネットワーク上の共有フォルダに作成保存できること

フルカラー
解像度/階調 読取部：600×600dpi/各256階調（1670万色）以上

ユーザー認証によりコピー利用者を制限できること

（参考機種：富士ゼロックスDocuCentre-Ⅵ C2271 PFS
または同等品）



仕様内容 回答 製品名及び特記事項
資料
ＮＯ

審査
ﾁｪｯｸ

仕様項目

仕様明細４（A3カラー画像出力装置　2セット）
印刷方式
解像度
プリント速度
給紙トレイ
PostScript3対応
両面印刷
メモリ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

仕様明細５（プロジェクター　1セット）
輝度
色再現性
質量
対応解像度
機能
その他

仕様詳細６　（スイッチングハブ　５セット）
ポート数
ﾎﾟｰﾄｽﾋﾟｰﾄﾞ
ｲﾝﾀｰﾌｪｨｽ

LANケーブル
OAタップ

機能 ループ検知機能
MDI/MDIX自動認識および切替
電源内蔵型
カテゴリー6対応LANケーブルを必要数準備すること
必要数準備すること

UXGA、SXGA+、SXGA、XGA(リアル対応)、SVGA、VGA
ﾌﾚｰﾑﾌｨｯﾄ機能・自動タテヨコ補正機能を有する
ワイヤレスリモコン各1個、計2個・VGA5m延長ケーブル各1本、計2本・ソフトキャリング
ケース各1個　計2個・プロジェクタースクリーン（床置き式・100型相当）1個を装備する
こと
（参考機種　EPSON EB-1785W または同等品）

16ポート･･･６台
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

２段＋手差し
平成明朝体W3・W5、平成角ゴシック体W5を装備すること
両面印刷ユニットを装備すること
1GB以上実装すること
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-Tを装備すること

RJ-45

3200ﾙｰﾒﾝ以上
1677万色フルカラー
1.8kg以下

その他 国際エネルギースタープログラムの認定基準を満たすこと

（参考機種　富士ゼロックス DocuPrint C5000d または同等品）

フルカラー
1200dpi/2400dpi以上
A4横片面:ｶﾗｰ50枚/分、ﾓﾉｸﾛ55枚/分

グリーン購入法に適応した製品であること


