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確認番号 1

財産名 ハードディスクレコーダー

型番
Panasonic製 WJ-NX400K
（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ WJ-HDU41S ）

数量 1

取得（予定）時期 2021/6

大会時の用途 セキュリティカメラが配信する映像の録画を行う。

資料２➀



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

2

確認番号 ２

財産名 照明器具、電源・制御装置等

型番 物品リスト参照

数量 28

取得（予定）時期 2021/6

大会時の用途 照明設備として使用

資料２②



物品リスト（確認番号2）

3

資料２③

大項目 中項目 小項目 仕様

2 照明設備 競技・放送用照明 照明器具 照明器具、電源・制御装置等 28 台
東京都

(オリンピック・パラリンピック準備局)
15

大項目

数量
確認

番号
単位 処分先 耐用年数



4

確認番号 3

財産名 基礎杭

型番 －

数量 8

取得（予定）時期 2021/6

大会時の用途 既設護岸と一体化した築造物として残置

概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日 資料２④
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確認番号 4,17～19,28～30

財産名 大型UPSシステム80kVA(コンテナ)

型番 GE製SGシリーズ三相80kVA

数量 13

取得（予定）時期 2020/1～6

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑤
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確認番号 5～8,20～22,31～33

財産名 大型UPSシステム120kVA(コンテナ)

型番 GE製SGシリーズ三相120kVA

数量 25

取得（予定）時期 2020/1～6

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑥
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確認番号 9～12,23～26,34～36

財産名 大型UPSシステム200kVA(コンテナ)

型番 GE製SGシリーズ三相200kVA

数量 41

取得（予定）時期 2020/1～6

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑦
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確認番号 13,27

財産名 大型UPSシステム20kVA(コンテナ)

型番 GE製SGシリーズ三相20kVA

数量 2

取得（予定）時期 2020/3～5

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑧
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確認番号 14～16

財産名 大型UPSシステム40kVA(コンテナ)

型番 GE製SGシリーズ三相40kVA

数量 4

取得（予定）時期 2020/3～7

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑨
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確認番号 37

財産名 大型UPSシステム300kVA

型番 GE製SGシリーズ三相300kVA

数量 4

取得（予定）時期 2020/5

大会時の用途 競技会場等の予備電源設備として使用

資料２⑩
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確認番号 38～40

財産名 電灯店舗分岐盤

型番 物品リスト参照

数量 3

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 分岐盤として使用

資料２⑪
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確認番号 41～47、65

財産名 電灯分電盤

型番 物品リスト参照

数量 10

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 分電盤として使用

資料２⑫



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

13

確認番号 48

財産名 照明制御盤

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 照明制御に使用

資料２⑬



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

14

確認番号 49、50

財産名 動力店舗分岐盤

型番 物品リスト参照

数量 2

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 分岐盤として使用

資料２⑭
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確認番号 51～60

財産名 動力制御盤

型番 物品リスト参照

数量 14

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 動力制御に使用

資料２⑮
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確認番号 61、62

財産名 接地端子盤

型番 物品リスト参照

数量 2

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 電気設備の点検時に使用

資料２⑯
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確認番号 63

財産名 端子盤

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 ケーブルを接続するために使用

資料２⑰



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

18

確認番号 64

財産名 火災報知設備

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 ガス漏れの発生を報知するために使用

資料２⑱
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確認番号 66～78

財産名 ビルマル空調機 室外機

型番 物品リスト参照

数量 19

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 空調機の室外機として使用

資料２⑲
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確認番号 79

財産名 雑用受水槽

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 受水槽として使用

資料２⑳
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確認番号 80

財産名 雑用水加圧ポンプユニット

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 受水槽のポンプとして使用

資料２㉑
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確認番号 81

財産名 消火ポンプ

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 消防ポンプとして使用

資料２㉒
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確認番号 82

財産名 オストメイトパック

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2020/4

大会時の用途 消防ポンプとして使用

資料２㉓



物品リスト（確認番号38～82）
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資料２㉔

中項目 小項目 仕様

38 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯店舗分岐盤                                              SM1-2-3-1                               1 面  15 －

39 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯店舗分岐盤                                              SM1-2-5-1                               1 面  15 －

40 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯店舗分岐盤                                              SM1-1-6-1                               1 面  15 －

41 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-1-1-1                                 1 面  15 －

42 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-1-2-1                                 1 面  15 －

43 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-2-3-1                                 1 面  15 －

44 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-2-4-1                                 1 面  15 －

45 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-2-5-1                                 1 面  15 －

46 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-1-6-1                                 2 面  15 －

47 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-2-3-2　No,2 1 面  15 －

48 電気設備
動力、

コンセント設備
照明制御盤                                                                                          1 面  15 －

49 電気設備
動力、

コンセント設備
動力店舗分岐盤                                              SM3-2-3-1                               1 面  15 －

50 電気設備
動力、

コンセント設備
動力店舗分岐盤                                              SM3-2-5-1                               1 面  15 －

51 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-1-1-1                                 3 面  15 －

52 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-1-1-3                                 2 面  15 －

53 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-3-1                                 1 面  15 －

54 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-4-1                                 1 面  15 －

55 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-4-2                                 1 面  15 －

56 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-5-1                                 1 面  15 －

57 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-5-2                                 2 面  15 －

58 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-2-5-3                                 1 面  15 －

59 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-1-6-1                                 1 面  15 －

60 電気設備
動力、

コンセント設備
動力制御盤                                                  P-1-6-4                                 1 面  15 －

耐用年数 処分先大項目確認番号
財産名・仕様

数量 単位



物品リスト（確認番号38～82）

25

資料２㉕

中項目 小項目 仕様

61 電気設備
動力、

コンセント設備
接地端子盤                                                  GWG-1                                   1 面  15 －

62 電気設備
動力、

コンセント設備
接地端子盤                                                  GWG-2                                   1 面  15 －

63 電気設備
動力、

コンセント設備
端子盤                                                      T- 6- 1                                 1 面  15 －

64 消防点検【電気】 火災報知設備 火災報知設備                                          
複合受信盤(GR型)

自動試験機能付 510AD
1 式  8 －

65 電気設備
動力、

コンセント設備
電灯分電盤                                                  L-1-G-1                                 2 面  15 －

66 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 50.0kw 1 台 15 －

67 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 63.0kw 1 台 15 －

68 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 67.0kw 1 台 15 －

69 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 73.0kw 2 台 15 －

70 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 77.5kw 1 台 15 －

71 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 95.0kw 2 台 15 －

72 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 100.0kw 2 台 15 －

73 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 112.0kw 1 台 15 －

74 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 118.0kw 1 台 15 －

75 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 122.0kw 1 台 15 －

76 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 128.0kw 2 台 15 －

77 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 136.0kw 3 台 15 －

78 空気調和設備 空調設備 ビルマル空調機　室外機 140.0kw 1 台 15 －

79 給排水衛生設備 衛生設備 雑用受水槽 FRP製 2.0×3.0×2.0H 1 基 15 －

80 給排水衛生設備 衛生設備 雑用水加圧ポンプユニット 100φ×850L/min×0.2MPa 1 台 15 －

81 消防点検【機械】 消防用、排煙設備等 消火ポンプ 可搬式 0.5m3/min×0.55MPa×ガソリン容量3.5L/min 1 台 8 －

82 給排水衛生設備 衛生設備 オストメイトパック 1 台 15 －

耐用年数 処分先大項目確認番号
財産名・仕様

数量 単位
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確認番号 83

財産名 FIX付自動引分框戸

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 出入口自動ドアとして使用

資料２㉖
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確認番号 84

財産名 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸

型番 物品リスト参照

数量 2

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 出入口の片引き戸として使用

資料２㉗
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確認番号 85

財産名 引分用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 出入口自動ドアの内蔵型エンジンに使用

資料２㉘
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確認番号 86～88

財産名 電灯分電盤

型番 物品リスト参照

数量 3

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 電灯分電盤として使用

資料２㉙



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

30

確認番号 89、90

財産名 動力制御盤

型番 物品リスト参照

数量 2

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 動力制御に使用

資料２㉚
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確認番号 91

財産名 ﾄｲﾚ呼出表示盤

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 ﾄｲﾚ呼出表示盤として使用

資料２㉛
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確認番号 92

財産名 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ

型番 物品リスト参照

数量 4

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰとして使用

資料２㉜
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確認番号 93～102

財産名 ﾄｲﾚ+SKﾌﾞｰｽ、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

型番 物品リスト参照

数量 15

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 ﾄｲﾚ及び掃除流しブースとして使用

資料２㉝
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確認番号 103～109、111～126

財産名
ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ、中温用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ、店舗用ｴｱｺﾝ 室外機

型番 物品リスト参照

数量 104

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 空調機の室外機として使用

資料２㉞
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確認番号 110

財産名 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ 室外機

型番 物品リスト参照

数量 6

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 空調機の室外機として使用

資料２㉟
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確認番号 127～134

財産名 給気・排気ﾌｧﾝ

型番 物品リスト参照

数量 13

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 空気調和設備として使用

資料２㊱
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確認番号 135

財産名 給湯器

型番 物品リスト参照

数量 2

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 給湯器として使用

資料２㊲



物品リスト（確認番号83～135）
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資料２㊳

中項目 小項目 仕様

83 建築物 その他 FIX付自動引分框戸 SD-10 W4357×2200 1 ヶ所 10 －

84 建築物 その他 片引ﾊﾝｶﾞｰ戸 XSH-一般撮影室 1150×2200 鉛当量t2.0 2 ヶ所 10 －

85 建築物 その他 引分用ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ 2160×2200 1 ヶ所 10 －

86 電気設備 動力、コンセント設備 電灯分電盤 2LT-1(1) 1 面 15 －

87 電気設備 動力、コンセント設備 電灯分電盤 2LT-1(2) 1 面 15 －

88 電気設備 動力、コンセント設備 電灯分電盤 1LT-2(2) 1 面 15 －

89 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 2MT-1 1 面 15 －

90 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 2MT-2 1 面 15 －

91 電気設備 その他 ﾄｲﾚ呼出表示盤 20窓用 1 面 15 －

92 給排水衛生設備 衛生設備 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 1216型 ｼｬﾜｰﾄﾞﾊﾞｽﾀｲﾌﾟ 4 ヶ所 15 －

93 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚ+SKﾌﾞｰｽ L6118×H2500 2便房+1SK 2 ヶ所 15 －

94 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L6118×H2500 3便房 2 ヶ所 15 －

95 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L3555×H2500 2便房 2 ヶ所 15 －

耐用年数 処分先
財産名・仕様

確認番号 大項目 数量 単位
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資料２㊴

中項目 小項目 仕様

96 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L3663×H2500 1便房 1 ヶ所 15 －

97 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L7400×H2700 3便房 1 ヶ所 15 －

98 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L4200×H2700 2便房 2 ヶ所 15 －

99 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L5550×H2700 2便房 2 ヶ所 15 －

100 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L6100×H2700 3便房 1 ヶ所 15 －

101 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L4100×H2700 2便房 1 ヶ所 15 －

102 給排水衛生設備 衛生設備 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ L10400×H2700 4便房 1 ヶ所 15 －

103 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-01 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

104 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-02 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

105 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-03 室外機 冷暖切替え SP防振 2 台 15 －

106 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-05 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

107 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-06 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

108 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-07 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

耐用年数 処分先
財産名・仕様

確認番号 大項目 数量 単位
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資料２㊵

中項目 小項目 仕様

109 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-1-08 室外機 冷暖切替え SP防振 1 台 15 －

110 空気調和設備 空調設備 ﾏﾙﾁ型空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACP-2-01 室外機 冷暖切替え SP防振 6 台 15 －

111 空気調和設備 空調設備 中温用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACPM-1-01 室外機+天井吊型冷房専用 2 組 15 －

112 空気調和設備 空調設備 中温用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACPM-2-01 室外機+天井吊型冷房専用 1 組 15 －

113 空気調和設備 空調設備 中温用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACPM-2-02 室外機+天井埋込ｿｯｸﾌｨﾙﾀ 冷房専用 1 組 15 －

114 空気調和設備 空調設備 中温用空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ ACPM-2-04 室外機+天井吊型冷房専用 1 組 15 －

115 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機+床置型 冷房 ACPS-1-01 1 組 15 －

116 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機+床置型 冷房 ACPS-1-02 1 組 15 －

117 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-1-03 室外機 店舗用 5 台 15 －

118 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-1-04 室外機 店舗用 7 台 15 －

119 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-2-01 室外機 店舗用 2 台 15 －

120 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-2-02 室外機 店舗用 天井ｶｾｯﾄ4方向 1 組 15 －

121 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-2-03a～ｌ室外機店舗用 床置型冷房 42 組 15 －

耐用年数 処分先
財産名・仕様

確認番号 大項目 数量 単位
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資料２㊶

中項目 小項目 仕様

122 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-2-07 室外機店舗用 床置型冷房 2 組 15 －

123 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-3-02a～c室外機店舗用 床置型冷房 16 組 15 －

124 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-3-08 室外機 店舗用 天井ｶｾｯﾄ2方向 1 組 15 －

125 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-3-09a 床置型冷房 12 台 15 －

126 空気調和設備 空調設備 店舗用ｴｱｺﾝ　室外機 ACPS-3-10 室外機店舗用 天井ｶｾｯﾄ4方向 1 組 15 －

127 空気調和設備 換気設備 給気ﾌｧﾝ FS-2-01 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 12600CMH 2 台 15 －

128 空気調和設備 換気設備 排気ﾌｧﾝ FE-2-01 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 10950CMH 3 台 15 －

129 空気調和設備 換気設備 排気ﾌｧﾝ FE-2-011 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 15100CMH 1 台 15 －

130 空気調和設備 換気設備 給気ﾌｧﾝ FS-2-02 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 12500CMH 2 台 15 －

131 空気調和設備 換気設備 給気ﾌｧﾝ FS-2-03 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 18600CMH 2 台 15 －

132 空気調和設備 換気設備 排気ﾌｧﾝ FE-2-03 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 16200CMH 1 台 15 －

133 空気調和設備 換気設備 排気ﾌｧﾝ FE-2-033 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 SP防振 21900CMH 1 台 15 －

134 空気調和設備 換気設備 給気ﾌｧﾝ FE-2-13 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置 3950CMH 1 台 15 －

135 給排水衛生設備 給湯設備（消費設備） 給湯器 WHG-1-01 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 50号 2 台 15 －

耐用年数 処分先
財産名・仕様

確認番号 大項目 数量 単位
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確認番号 136、146、147

財産名 キュービクル一式

型番 物品リスト参照

数量 ３

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 電気設備として使用

資料２㊷



概要資料 作業部会付議日：2021年10月27日

43

確認番号 137～144

財産名 動力、コンセント設備一式（分電盤）

型番 物品リスト参照

数量 ８

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 電気設備として使用

資料２㊸
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確認番号 145

財産名 電気設備（地図式複合受信機）

型番 物品リスト参照

数量 １

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 電気設備として使用

資料２㊹
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確認番号 148、175

財産名 衛生設備一式（増圧給水ポンプユニット）

型番 物品リスト参照

数量 ２

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 衛生設備として使用

資料２㊺
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確認番号 149、176、177

財産名 衛生設備一式（車椅子対応洋風大便器）

型番 物品リスト参照

数量 10

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 衛生設備として使用

資料２㊻
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確認番号 150、178、186

財産名 消防用、排煙設備一式（消火ポンプユニット）

型番 物品リスト参照

数量 ３

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 衛生設備として使用

資料２㊼
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確認番号 151～173、179～185

財産名 空調設備一式（ビル用マルチ型室内機・室外機）

型番 物品リスト参照

数量 79

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 空調設備として使用

資料２㊽
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確認番号 174

財産名 衛生設備一式（受水槽）

型番 物品リスト参照

数量 1

取得（予定）時期 2019/9

大会時の用途 衛生設備として使用

資料２㊾
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資料２㊿

大項目 中項目 小項目 仕様

136 その他【電気】 その他 TPC キュービクル GE 1 面 15 －

137 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　LP-1-1 1 面 15 －

138 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　LP-1-2 1 面 15 －

139 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　LP-1-3 1 面 15 －

140 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　LP-1-4 1 面 15 －

141 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　L-2-1 1 面 15 －

142 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　L-2-2 1 面 15 －

143 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　L-2-3 1 面 15 －

144 電気設備 動力、コンセント設備 分電盤 GE　LP-1-室4 1 面 15 －

145 消防点検【電気】 電気設備 地図式複合受信機
能美防災　特)FCSJ104N-J-100LC

自立型 地図式 100回線
1 台 8 －

146 その他【電気】 その他 FSC　キュービクル GE 1 面 15 －

147 その他【電気】 その他 ロジコン　キュービクル GE 1 面 15 －

148 給排水衛生設備 衛生設備 増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
WP-1　川本製作所　KDP3-40A1.5A

40φ×150L/min×40m×1.5KW
1 台 15 －

149 給排水衛生設備 衛生設備 車椅子対応洋風大便器
TOTO

UAD9K3R1A1AND2B
7 台 15 －

150 消防点検【機械】 消防用、排煙設備等 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
FP-1　川本製作所　KTK1005M30T

125φ×1,200L/min× 77m  3φ200V
1 組 8 －

151 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-1　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P400UX4J

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V
4 台 15 －

152 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室内機

ACP-T-1A　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-P400ASD45

床置きﾀﾞｸﾄ型

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW　3φ200V

4 台 15 －

153 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-2　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P560UX4N

冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW  3φ200V
6 台 15 －

耐用年数数量 単位確認番号

財産名・仕様

処分先
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資料２ 51

大項目 中項目 小項目 仕様

154 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室内機

ACP-T-2A　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-P560ASD45K

床置きﾀﾞｸﾄ型

冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW  3φ200V

6 台 15 －

155 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-3　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P560UX4N

冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW  3φ200V
2 台 15 －

156 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室内機

ACP-T-3A　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-P560ASD45K

床置きﾀﾞｸﾄ型

冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW  3φ200V

2 台 15 －

157 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-4　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P670UX4N

冷房能力 67.0KW 暖房能力 77.5KW  3φ200V
1 台 15 －

158 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-5　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-850UX4N

冷房能力 85.0KW 暖房能力 90.0KW  3φ200V
1 台 15 －

159 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-6　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P560UX4N

冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW  3φ200V
1 台 15 －

160 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-7　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

161 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-8　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P670UX4N

冷房能力 67.0KW 暖房能力 77.5KW  3φ200V
1 台 15 －

162 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-10　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P400UX4J

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V
4 台 15 －

163 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室内機

ACP-T-10A　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-P400AS45

床置ﾌﾟﾚﾅﾑ型

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V

4 台 15 －

164 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-12　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P400UX4J

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V
1 台 15 －

165 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-13　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

166 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-14　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

167 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-15　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P850UX4N

冷房能力 85.0KW 暖房能力 90.0KW  3φ200V
1 台 15 －

168 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-16　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

169 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-17　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P775UX4N

冷房能力 77.5KW 暖房能力 90.0KW  3φ200V
1 台 15 －

耐用年数数量 単位確認番号

財産名・仕様

処分先



物品リスト（確認番号136～186）
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資料２ 52

大項目 中項目 小項目 仕様

170 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-18　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

171 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-19　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
1 台 15 －

172 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-20　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P400UX4J

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V
1 台 15 －

173 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-T-21　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P450UX4J

冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW  3φ200V
1 台 15 －

174 給排水衛生設備 給水装置 受水槽
WT-1　積水ｱｸｱｼｽﾃﾑ

呼称 80㎥ 4.0mW×8.0mD×2.5mH
1 台 15 －

175 給排水衛生設備 給水装置 増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
WP-1　川本製作所　KFE50P3.7

50φ×500L/min×41m×3.7KW
1 組 15 －

176 給排水衛生設備 衛生設備 車椅子対応洋風大便器 TOTO　UAD9K6R1B2AANN2B 2 台 15 －

177 給排水衛生設備 衛生設備 車椅子対応洋風大便器 TOTO　UAD9K3R1A1AND2B 1 台 15 －

178 消防点検【機械】 消防用、排煙設備等 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
FP-1　川本製作所　KTK1005HMN22T

100φ×1,000L/min× 82m  3φ200V
1 組 8 －

179 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-F-1　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P850UX4N

冷房能力 85.0KW 暖房能力 95.0KW  3φ200V
1 台 15 －

180 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-F-2　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P400UX4J

冷房能力 40.0KW 暖房能力 45.0KW  3φ200V
1 台 15 －

181 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-F-3　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P670UX4N

冷房能力 67.0KW 暖房能力 77.5KW  3φ200V
1 台 15 －

182 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-F-4　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P730UX4N

冷房能力 73.0KW 暖房能力 82.5KW  3φ200V
6 台 15 －

183 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機

ACP-F-6　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CU-P280H6

中温用

冷房能力 23.2KW 暖房能力 26.5KW  3φ200V

1 台 15 －

184 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室内機

ACP-F-6A　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　CS-P160U6

天井ｶｾｯﾄ型 (1方向吹出)

冷房能力 11.6KW 暖房能力 13.2KW  1φ200V

2 台 13 －

185 空気調和設備 空調設備 ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ型室外機
ACP-F-7　ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　PA-P850UX4N

冷房能力 85.0KW 暖房能力 95.0KW  3φ200V
20 台 15 －

186 消防点検【機械】 消防用、排煙設備等 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
FP-1　川本製作所　KTY1005HMN15T

100φ×1,000L/min× 45m  3φ200V
1 組 8 －

耐用年数数量 単位確認番号

財産名・仕様

処分先
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確認番号 187～191

財産名 動力盤一式

型番 物品リスト参照

数量 23

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 電気設備として使用

資料２ 53
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確認番号 192、193、195

財産名 空気調和設備

型番 物品リスト参照

数量 32

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 空気調和設備として使用

資料２ 54
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確認番号 194

財産名 パッケージ型消火設備I型

型番 物品リスト参照

数量 334

取得（予定）時期 2019/12

大会時の用途 消火設備として使用

資料２ 55



物品リスト（確認番号187～195）
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資料２ 56

大項目 中項目 小項目 仕様

187 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 OL-A-1P-1 1 面 15 －

188 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 OL-A-1P-2 1 面 15 －

189 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 OL-A-1P-3 1 面 15 －

190 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 6 面 15 －

191 電気設備 動力、コンセント設備 動力制御盤 14 面 15 －

192 空気調和設備 空調設備 ビル用マルチエアコン　 室外機 29 台 15 －

193 空気調和設備 空調設備 オフィス・店舗用エアコン　 室外機 2 台 13 －

194 消防点検【機械】 消防用、排煙設備等 パッケージ型消火設備 パッケージ型消火設備Ⅰ型 334 台 8 －

195 空気調和設備 空調設備 ビル用マルチエアコン 室外機　85.0kW 1 台 15 －

処分先耐用年数数量 単位確認番号

財産名・仕様


