
理事長 　西　沢　英　雄

1、　入札に付する事項

　(1)　案件名　　　 特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘医療・介護用品の購入

　(2)　売買契約の仕様書　　　医療・介護用品仕様書　(別紙仕様書による)

　(3)　納入期限 平成２９年３月中旬（納入時期については別途協議）

特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘

東京都北区赤羽北三丁目6番10号

2、　入札参加資格

(1)　東京都内に本社または営業所があること。　　　

(2)　社会福祉施設等との取引があり、事務機器等の備品納入の実績があること。

(3)　参加する時点において、著しい経営の悪化並びに資産および信用度の低下の事実がなく、

　 確実に契約の履行ができること。

(4)　納入後の点検、修理、部品の供給を適切かつ迅速に行う体制を有すること。

(5)　暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準じる者でないこと。

3、　入札要領

　(1)　入札参加資格確認申請書の交付期間、方法　　

　　・ 交付期間　：　平成29年2月7日 (火) から2月13日 (月)　午後12時00分まで

　　・ 交付方法　：　下記メールまたはFaxによる請求 (様式自由) に対し、メールまたは

　　　Faxで送付する。

　(2)　入札参加資格確認申請書の提出期限

　　　　平成29年2月15日 (必着) までに、下記担当者宛てに郵送により提出する。

　(3)　入札参加資格の確認結果通知

　　　　平成29年2月17日に、メールまたはFaxで通知する。

　(4)　入札及び開札

　　・　日時　：　平成29年2月23日 (木)　　午後　2時30分

　　・　場所　：　浮間さくら荘　　(東京都北区浮間三丁目11番26号)

4、　その他

　(1)　入札保証金は免除する。　

　(2)　契約は社会福祉法人東京都福祉事業協会の経理規程による。　

　(3)　予定価格を下回ったもののうち、最低の価格を以て有効な入札を行ったものを落札者

　　　 として決定する。　

　参加資格確認申請書請求･提出先 ： 　〒115-0041　東京都北区浮間三丁目11番26号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　東京都福祉事業協会　

北区立特別養護老人ホーム浮間さくら荘　(担当　井坂)

e-mail　　　　　　sakura@tfjk.or.jp

Fax　　　　　　　　03-3558-7988

　　　　　　 連絡先 Tel ： 浮間さくら荘　　03-3558-5583　

平成29年2月1日

特別養護老人ホーム赤羽北さくら荘の新設に伴う設備・備品等の一般競争入札公告

社会福祉法人　東京都福祉事業協会

　(4)　納入場所



医療・介護用品仕様書

部屋名 分類 品名 ﾒｰｶｰ 品番 仕様 数量

デイサービス 介護備品 標準型車椅子　KVシリーズ カワムラサイクル KV22-40SB 1

デイサービス 介護備品 標準型車椅子　KVシリーズ カワムラサイクル KV16-40SB 1

デイサービス 介護備品 シルバーカー カワムラサイクル ナウレンティ（回転車付） 2

デイサービス 介護備品 シルバーカー カワムラサイクル サンホリディ　U248（回転車） 2

デイサービス 介護備品 リハビリペダル マツヨシ TB-1316 1

デイサービス 介護備品 上肢運動台（P型） マツヨシ TB-1175 1

デイサービス 介護備品 ファイルワゴン　2段　キャスター付 不二貿易 W55×D40×H70 1

デイサービス 医療備品 小型吸引器　ミニックW-Ⅱ マツヨシ MW2-1400 W395×D157×H274 1

デイサービス 医療備品 ナースワゴン　引き出し付 マツヨシ YL-NW3P W450×D350×H900 1

デイサービス 医療備品 パルスオキシメーター　パルスフィット マツヨシ BO-750-P 1

デイサービス 医療備品 ファーストエイドキットバッグ ドイター Mｻｲｽﾞ W17×D11×H8 1

デイサービス 医療備品 リーダー木製救急箱 日進医療器 Lｻｲｽﾞ W320×D235×H190 1

デイサービス 医療備品 デジタル血圧計（手首式） マツヨシ CH-650F-BK W65×D29×H74 3

デイサービス 医療備品 マイスコ　水銀レス血圧計 マツヨシ MY-2134P W96×D334×H65 1

デイサービス 医療備品 電子体温計（予測＋実測式） マツヨシ MC-1600W-HPS W58×D58×H145 2

デイサービス 医療備品 電子体温計（予測＋実測式） マツヨシ MC-1600W-HP W136.8×D20×H12.7 1

事務室 医療備品 自動体外式除細動器（AED） 日本光電 カルジオライフ AED-3100 W206×D252×H97 1

事務室 医療備品 AEDスタンド型収納ケース 日本光電 YZ-038H9 W500×D500×H1700 1

特養 介護用品 軽量簡易モジュール　忘れ騎士2ユニット カワムラサイクル KA822L-40B-MS/WDS2 4

特養 介護用品 フルリクライニング車椅子（背部・脚部） カワムラサイクル RR60NB 2

特養 介護用品 標準型モジュール　KMシリーズ カワムラサイクル KM16-40SB-M 2

特養 介護用品 標準型車椅子　KVシリーズ カワムラサイクル KV22-40SB 3

特養 介護用品 標準型車椅子　KVシリーズ カワムラサイクル KV16-40SB 2

特養 介護用品 シルバーカー　ライトミニGN カワムラサイクル （回転車付） 10

特養 介護用品 ネクストコアーアジャスト　自走型 松永製作所 NEXT-51B 10

特養 介護用品 ネクストコアーミニモ　自走型 松永製作所 NEXT-50B 6

特養 介護用品 ネクストコアーグラン　自走型 松永製作所 NEXT-12B 6

特養 介護用品 スタイリッシュ多機能タイプ　自走型 松永製作所 MY-1 6

特養 介護用品 ティルト＆ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞタイプ　介助型 松永製作所 MH-4R 6

特養 介護用品 マイチルト・コンパクト-3D 松永製作所 MH-CR3D 3

特養 介護用品 6輪歩行器 松永製作所 SM-40 1

特養 介護用品 折りたたみタイプ歩行器 松永製作所 SM-15　中 1

特養 介護用品 四点杖 松永製作所 CMS-40S 2

特養 介護用品 四点杖 松永製作所 CMS-40M 2

特養 介護用品 四点杖 松永製作所 CMS-40L 2

特養 介護用品 KJPシリーズ ミキ KJP-4 1

特養 介護用品 たてるくん スペーシア KTE-02 1

特養 介護用品 ナーセントメディカルパット アイ・ソメックス メディカルパット50 50

特養 介護用品 ファインビーズクッション イノアックリビング そらまめ 20

特養 介護用品 ファインビーズクッション イノアックリビング こまめ 20

特養 介護用品 ファインビーズクッション イノアックリビング スクエア 2

特養 介護用品 ファインビーズクッション イノアックリビング おおまめ 10

特養 介護用品 ウェルビーHC タイカ スティック　大 30

特養 介護用品 イージーグライド パラマウントベッド M　KZ-A29036 6

特養 介護用品 フレックスボード ラックヘルスケア 幅50・長さ110 2
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医療・介護用品仕様書

部屋名 分類 品名 ﾒｰｶｰ 品番 仕様 数量

特養 介護用品 昇降式平行棒 酒井医療 SP-335 標準型　3.5ｍ 1

特養 介護用品 エクササイズブロック 酒井医療 EXB-100 1

特養 介護備品 コールマットコードレス テクノスジャパン HC-R 14

特養 介護備品 ベッドコールマットコードレス テクノスジャパン BC-RN 10

特養 介護備品 安寿ひじ掛け付シャワーベンチ　TH-S アロン化成 レッド 8

特養 介護備品 ポータブルトイレ　たためーる うちえ 肘はね上げタイプ 12

特養 介護備品 オーバーベットテーブル パラマウントベッド KF-833SB 18

特養 介護備品 リハビリテーブル パラマウントベッド KF-840 W79×D58×H54～79 7

特養 介護備品 床走行式電動介護リフト パラマウントベッド KQ-781 1

特養 介護備品 スリングシート　ハイバックタイプ パラマウントベッド KQ-T58L 1

特養 医療備品 サイレントワゴン マツヨシ SWG-A006 W450×D300×H800 1

特養 医療備品 サイレントワゴン マツヨシ SWG-A004 W600×D450×H800 1

特養 医療備品 処置・包帯カート マツヨシ CUA3-1219A　ピーチ W516×D528×H929 1

特養 医療備品 小型吸引器　ミニックS-Ⅱ マツヨシ MS2-1400 W395×D157×H274 3

特養 医療備品 パルスオキシメーター　オキシボーイ マツヨシ S-111 ブルー 5

特養 医療備品 デジタル血圧系計　手首式 マツヨシ HEM-6200 14

特養 医療備品 ナーシングフォﾈｯﾄ マツヨシ NO.116Ⅱ 2

特養 医療備品 電子体温計（予測＋実測式） マツヨシ MC-681 14

特養 医療備品 ステンレスバッド マツヨシ 規格3号 270×210×40 2

特養 医療備品 ステンレスバッド マツヨシ 規格4号 300×240×40 2

特養 医療備品 車椅子用バリアフリースケール（検定品） マツヨシ AD-6106NW 標準型　3 2
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