
追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
前原児童ホーム （共通物品）７級用机 両袖机/ウチダFEED両袖S-147-2P3
前原児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ウチダFEED片袖S-127-3
前原児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ウチダFEED片袖S-127-3
前原児童ホーム テーブル 幼児用半円テーブル
前原児童ホーム テーブル 作業用テーブル/東洋事務器TOKYO KTSR-1890SEアイボリー
前原児童ホーム テーブル 作業用テーブル/東洋事務器TOKYO KTSR-1890SEアイボリー
前原児童ホーム テーブル 幼児用半円テーブル
前原児童ホーム ベンチ コマーシャルベンチ/テラモトBC-300-218　1800
前原児童ホーム ケース フロアケース/DC-230
前原児童ホーム ケース 色画用紙整理ケース20段
前原児童ホーム 食器棚 食器棚/トーマス730
前原児童ホーム 棚 のびのびベーシックお道具箱
前原児童ホーム 本棚 絵本スタンドA/学研8-75962
前原児童ホーム ロッカー ロッカー/コクヨLK-3F1
前原児童ホーム ワゴン ロール紙整理ワゴン
前原児童ホーム ホワイトボード 回転ホワイトボード/サンケーキコムWSK-120
前原児童ホーム ホワイトボード 回転ホワイトボード/サンケーキコムWSK-120
前原児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックRX-MDX81
前原児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックRX-MDX83
前原児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/TOA WA-1702C
前原児童ホーム マイク マイク/TOA　WM-1320ワイヤレスマイク
前原児童ホーム マイク マイク/TOA　WM-1210ワイヤレス
前原児童ホーム 身長計 乳幼児用身長計
前原児童ホーム 体温計 体重計
前原児童ホーム 運動用マット ウレタンエバーマット/スズキベース401白
前原児童ホーム 運動用マット ウレタンエバーマット/スズキベース401白
前原児童ホーム 運動用マット セイフティマット
前原児童ホーム 運動用マット ウレタンエバーマット/スズキベース401白
前原児童ホーム 運動用マット ウレタンエバーマット/スズキベース401白
前原児童ホーム 運動用マット ウレタンエバーマット/スズキベース401白
前原児童ホーム 運動用マット セイフティマット
前原児童ホーム 大型遊具 やさしいソフト滑り台
前原児童ホーム 玩具 オリジナルデュプロ基本セット/６３－７７５１９
前原児童ホーム 玩具 ニューピッチングゲーム
前原児童ホーム 玩具 ボールプール用ボール/ウチダ2-372-4232
前原児童ホーム 玩具 紅白ペッタンゲームセット
前原児童ホーム 巧技台 巧技台Cセット
前原児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/藤栄MG-20
前原児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/藤栄MG-20
前原児童ホーム 跳び箱 跳び箱/4段
前原児童ホーム 跳び箱 跳び箱/4段
前原児童ホーム 跳び箱 跳び箱/6段
前原児童ホーム 跳び箱 跳び箱/6段
前原児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA6011
前原児童ホーム パネルシアター関連用品 パネルステージセット
前原児童ホーム プール パステルプール丸型/学研10-71688
前原児童ホーム ブロック レゴソフトブロック/14-55719
前原児童ホーム ブロック ブロックBセット　モルトジュニア/S-23400
前原児童ホーム ボーリング関連用品 ジャンボボウリング/学研13-71626
前原児童ホーム その他の保育用品類 コンビキッズパティオB/S-99999
前原児童ホーム その他の体育用品類 スズ割りセット
前原児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ/ヤマハCVP303
前原児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ/カシオCPS-7
前原児童ホーム ミシン ミシン/JE-3500型
前原児童ホーム ベッド ソファーベッド/バンダイ　エレン47-8081
前原児童ホーム 軽貨物自動車 自動車/三菱　軽ワンボックス
前原児童ホーム 避難梯子 避難はしご/ワイヤーロープ式ORIRO
前原児童ホーム 案内板 案内板/ライオンAG-60GC
前原児童ホーム ノートパソコン ノート型パソコン 東芝製サテライト SA180C/4モデル 前原児童ホーム
前原児童ホーム ノートパソコン ノート型パソコン 東芝製サテライト SA180C/4モデル 前原児童ホーム
前原児童ホーム 軽貨物自動車 エブリィ（ドライブレコーダー付）
前原児童ホーム テレビ 三菱　液晶テレビ　ＬＣＤ－２４ＬＢ６
前原児童ホーム ブロック ソフトブロックジム Ａセット 学研
前原児童ホーム 車両用品 ドライブレコーダー（取付含む）　ユピテル　ＢＵ＝ＤＲＲ４０３
前原児童ホーム その他の娯楽用品類 ＫＡＰＬＡ１０００
前原児童ホーム 玩具 ひかりのくに　ビリボ　Ｚ－３０６００
前原児童ホーム すべり台 ひかりのくに　ちびっこスライダー　Ｙ－０５７００
前原児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック　円盤　T-55014
前原児童ホーム その他の保育用品類 かえるジャンピング・セフティ　T-33500
前原児童ホーム 運動会関連用品 スマイルキッズ　プレイバルーン　ミニ　５色型　６０－７３８９０－０２０
前原児童ホーム ブロック ひかりのくに　システムブロック　半丸平均台　Ｔ５５４００－０００
前原児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック・アップダウンセット　Ｔ55600
前原児童ホーム 座卓 ひかりのくに　ＬＯＷ折りたたみ座卓　Ｗ56900-000
前原児童ホーム その他の椅子 ひかりのくに　Combi　エンジェルチェアＮＳ－Ｒ１　Ｗ90100-000
前原児童ホーム スケール スマイルキッズ　seca835デジタルベビースケール　60-78587-101
前原児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
前原児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
前原児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
前原児童ホーム おむつ交換台 おむつ取り換え台ロータイプ　60-22773-040
前原児童ホーム マット ベビーシフォンマット　T32810-000
前原児童ホーム 運動用マット 滑り止めカラーマットＳＧ　ひかりのくに　Ｔ－００５　赤・黄各１
前原児童ホーム 運動用マット 滑り止めカラーマットＳＧ　ひかりのくに　Ｔ－００５　赤・黄各１
前原児童ホーム 玩具 LaQベーシック5000
前原児童ホーム 大玉 カラー大玉（赤色）　エバニューEKA445
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高根台児童ホーム ケース 色紙ケース/マスセット20417　15段
高根台児童ホーム 書庫 書庫/プラス08～095　SG-386
高根台児童ホーム 書庫 書庫/プラス08～087　SS-306
高根台児童ホーム 食器棚 食器棚/プラスBK-600S
高根台児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車ラック/TOEI LIGHT GM15
高根台児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックRX-MDX81
高根台児童ホーム アンプ アンプ/TOA WA-1712C
高根台児童ホーム マイク マイク/TOA WM-1220ハンド型
高根台児童ホーム マイク マイク/TOA　WM-1320ピン型
高根台児童ホーム エア・コンディショナー 空調機/三菱FDKJ80 H2D3
高根台児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/サンヨーSR-111P(SB)
高根台児童ホーム 玩具 ボールプール用ボール
高根台児童ホーム 玩具 白木流し台/ボード付F　AE-37
高根台児童ホーム 玩具 はいはいトンネル/マスセット73197
高根台児童ホーム 巧技台 功技台セット
高根台児童ホーム 跳び箱 とび箱/プリマT-103
高根台児童ホーム 踏み切り板 踏板/ロイター板　セノーAJ-23
高根台児童ホーム 踏み切り板 踏板/ロイター板　セノーAJ-23
高根台児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
高根台児童ホーム その他の保育用品類 ABCプレイソファー
高根台児童ホーム 掃除機 掃除機/ナショナルMC-G300
高根台児童ホーム 掃除機 掃除機
高根台児童ホーム すべり台 こどものとも社　木製すべり台　ＲＰ－０６
高根台児童ホーム 本棚 ひかりのくに　リブロ絵本ラック　Ｗ－７９０２０
高根台児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック　ハイハイセット　T-55300
高根台児童ホーム 玩具 ウェイキック　キンダースタジアム
高根台児童ホーム ブロック ひかりのくに　システムブロック　階段（２個セット）　Ｔ５５００６－０００
高根台児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　JS100　三英　18-946
高根台児童ホーム 玩具 宝島　人形の家　プリメラ　Ｇ18-1
高根台児童ホーム 卓球関連用品 三英　卓球台　18-656100（引取有）
高根台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
高根台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
高根台児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
高根台児童ホーム ネット ウザワネット　防風防砂ネットスタンダード（別注品）高さ88ｃｍ*長さ10ｍ88ｃｍ　グリーン
高根台児童ホーム ブロック ニュージョイブロック（１０６個組）63955
高根台児童ホーム 卓球関連用品 卓球台（セパレート式）三英１８－９６７１００（既存台の撤去費含む）
高根台児童ホーム 玩具 乳幼児白木流し台　elf AE-38
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習志野台児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車ラック/トーエイライト　H-8320
習志野台児童ホーム 傘立て かさ立
習志野台児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDダブルラジカセ
習志野台児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/WM-1812C
習志野台児童ホーム チューナー チューナー/WTU-1820
習志野台児童ホーム マイク ワイヤレスマイク（タイピン）/WM-1320
習志野台児童ホーム マイク ワイヤレスマイク（ハンド）/WM1220
習志野台児童ホーム エア・コンディショナー エアコン/パナソニック　CS-280CF
習志野台児童ホーム エア・コンディショナー エアコン/三菱FDEJ112 H2D3
習志野台児童ホーム エア・コンディショナー エアコン/東芝AIC J906HX ROA J904H
習志野台児童ホーム 玩具 カプラ
習志野台児童ホーム 玩具 乳幼児用白木流し台
習志野台児童ホーム グランド関連用品 卓球台/TOEILIGHTライトSX30
習志野台児童ホーム 巧技台 巧技台セット
習志野台児童ホーム 巧技台 巧技台（すべり台）
習志野台児童ホーム 跳び箱 とび箱/カワイK305B
習志野台児童ホーム ブロック モルトジュニアブロック
習志野台児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
習志野台児童ホーム その他の保育用品類 システムブロックアップダウンセット
習志野台児童ホーム 洗濯機 洗濯機/三菱MAW-AV6UB
習志野台児童ホーム 掃除機 掃除機/ナショナルMC-G5000
習志野台児童ホーム 流し台 流し台/K-7S-1050
習志野台児童ホーム 流し台 流し台/K-7S-1200
習志野台児童ホーム その他の棚 宝島　絵本立て　ＡＥ－６３
習志野台児童ホーム 卓球関連用品 IS200Z 三英 18-666
習志野台児童ホーム トランポリン 学研　たのしいジャンプ　６０－７６３４７－０１３（１ｍ×１ｍ）
習志野台児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 ひかりのくに　スポーツスタンド　Ｗ３９２００－０００
習志野台児童ホーム 玩具 ひかりのくに　ビリボ　Ｚ３０６００－０００
習志野台児童ホーム 運動用マット スマイルキッズ　ソフトクッションマット（４色組）　６０－２２３２９－１１４
習志野台児童ホーム 座卓 ひかりのくに　長方座卓　Ｗ67400-000
習志野台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
習志野台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
習志野台児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
習志野台児童ホーム 書架 傾斜下台２連２段　116150
習志野台児童ホーム 棚 つながるラック　ワイド整理棚　60-22707-121
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金杉台児童ホーム 本棚 絵本スタンド宝島AE-29
金杉台児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CD・MDラジカセ/パナソニックRX-MDX81
金杉台児童ホーム 運動用マット 体育用マット/スズキS2-402　ウレタン
金杉台児童ホーム 運動用マット 体育用マット
金杉台児童ホーム 玩具 プレイハウスジム
金杉台児童ホーム 玩具 ままごとあそびセット/S-15700
金杉台児童ホーム 巧技台 巧技台/T-25600
金杉台児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/エバニューKD-037
金杉台児童ホーム 積木 積木
金杉台児童ホーム 鉄棒 鉄棒/屋外用3段
金杉台児童ホーム パネルシアター関連用品 ブラックライトシアター
金杉台児童ホーム ブロック ブロックマット/チャイルドブック550279（Aセット）
金杉台児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
金杉台児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ/ヤマハCVP-501
金杉台児童ホーム 掃除機 掃除機/東芝VC-P250
金杉台児童ホーム 運搬車 器具運搬車
金杉台児童ホーム 軽貨物自動車 自動車/スズキ　エブリイ
金杉台児童ホーム 水槽 サークル水槽/学研50-72922
金杉台児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ（ダイバシティ）　ＴＯＡ　ＷＡ－１８１２
金杉台児童ホーム マイク ワイヤレスマイク（タイピン型）　ＴＯＡ　ＷＭ－１３２０
金杉台児童ホーム 車両用品 ドライブレコーダー（取付含む）　ユピテル　ＢＵ＝ＤＲＲ４０３
金杉台児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
金杉台児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 宝島　白木流し台＜ネット付＞　ＡＥ－６１
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 学研　ソフトクッションマット　６０－２２３２９－１１４
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 学研　ソフトクッションマット　６０－２２３２９－１１４
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 学研　ソフトクッションマット　６０－２２３２９－１１４
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 学研　ソフトクッションマット　６０－２２３２９－１１４
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック　アップダウンセット　T-55600
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 パラバルーン・コンビ　直径６ｍ
金杉台児童ホーム その他の保育用品類 トーエイライト　一輪車ラックKH10　T-2838
金杉台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
金杉台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
金杉台児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
金杉台児童ホーム マット ソフトクッションマット（４色組）6022329-114



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
若松児童ホーム ベンチ 木製どうぶつベンチ/W-09601
若松児童ホーム ベンチ 木製どうぶつベンチ/W-09602
若松児童ホーム キャビネット ファイリングキャビネット/B4　2段
若松児童ホーム キャビネット ファイリングキャビネット/B4　2段
若松児童ホーム キャビネット ファイリングキャビネット/B4　2段
若松児童ホーム 書架 五段書架2連/マスセット23323
若松児童ホーム 整理箱 版画ボックス
若松児童ホーム その他の棚 絵画用品収納棚/ひかりのくに　W55612
若松児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/ナショナル　WX-230
若松児童ホーム チューナー ワイヤレスチューナー/ナショナルWX-D300 C/C11-C14
若松児童ホーム 人形 特選ひな人形/秀月
若松児童ホーム おむつ交換台 折りたたみオムツ交換台/マスセット57805
若松児童ホーム 竹馬 アルミたけうま6組セット
若松児童ホーム プール 組み立てプール
若松児童ホーム 踏み切り板 踏切板/サンワタイクS-5102ST型
若松児童ホーム 平均台 平均台/マスセットTT345
若松児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
若松児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ
若松児童ホーム 軽貨物自動車 自動車/スズキHBD-DA64V
若松児童ホーム 卓球関連用品 ヤマト卓球株式会社　卓球台　ＴＡＢＬＥ　ＴＥＮＮＩＳ　ＣＡＴＡＬＯＧＵＥ　２０１４　ＴＬ－１８（セパレート）
若松児童ホーム テレビ 三菱　液晶テレビ　ＬＣＤ－２４ＬＢ６
若松児童ホーム ブロック システムブロック　斜面小
若松児童ホーム ブロック システムブロック　会談
若松児童ホーム アンプ アンプ（TOA、型番：WA-2800CD）
若松児童ホーム トランポリン 学研　たのしいジャンプ　６０－７６３４７－０１３（１ｍ×１ｍ）
若松児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車ラック　ＫＨ１０　ト―エイライト　Ｔ２８３８
若松児童ホーム 折りたたみ机 ひかりのくに　折りたたみテーブル高さ調節　Ｗ33451-000
若松児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
若松児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
若松児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
西船児童ホーム 書庫 引違い書庫
西船児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックRX-MDX81
西船児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ
西船児童ホーム プロジェクター オーバーヘッドプロジェクター/学研OHP　GPJ555W
西船児童ホーム マイク マイク/TOA WM-1220ハンド型
西船児童ホーム マイク マイク/TOA WM-1320ピン型
西船児童ホーム ノートパソコン ノート型パソコン/東芝PA-SA65C4CH1
西船児童ホーム プリンター プリンタ/エプソンPM-800C
西船児童ホーム スポットライト スポットライト
西船児童ホーム スポットライト スポットライト
西船児童ホーム エア・コンディショナー 空調設備機器/三菱エアコン　FDEJ112H
西船児童ホーム 運動用マット スポーツマット/学研ニューカラー
西船児童ホーム 運動用マット スポーツマット/学研ニューカラー
西船児童ホーム 運動用マット 体操マット/特注プリマPNM-713加工6号帆布
西船児童ホーム 運動用マット 体操マット/特注プリマPNM-713加工6号帆布
西船児童ホーム 体力測定関連用品 垂直測定器/エバニュー307006
西船児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/サンエイ10-673
西船児童ホーム 跳び箱 とび箱/カワイ303　8段
西船児童ホーム 跳び箱 とび箱/カワイ303　8段
西船児童ホーム 跳び箱 とび箱/セノーAW97
西船児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA6011
西船児童ホーム バスケットボール関連用品 バスケットボード・リング
西船児童ホーム パネルシアター関連用品 パネルステージセット
西船児童ホーム ブロック ビルドブロックマット
西船児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
西船児童ホーム 暗幕 暗幕
西船児童ホーム 玩具 宝島　乳幼児用白木流し台　ＡＥ－３８
西船児童ホーム テレビ 三菱　液晶テレビ　ＬＣＤ－２４ＬＢ６
西船児童ホーム 運動用マット 連結ノンスリップマット T1233Y黄
西船児童ホーム 運動用マット 連結ノンスリップマット T1233G緑
西船児童ホーム 運動用マット 連結ノンスリップマット T1233B青
西船児童ホーム その他の保育用品類 学研　ソフトクッションマット　６０－２２３２９－１１４
西船児童ホーム その他の娯楽用品類 カプラ１０００
西船児童ホーム その他の娯楽用品類 冷蔵庫（ままごとセット）　ＡＥ－６９
西船児童ホーム 棚 宝島　白木棚（大）背板付　ＡＥ-55
西船児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
西船児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
西船児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
西船児童ホーム その他の保育用品類 ボールプールミニ　正方形１００　T37401-000
西船児童ホーム すべり台 巧技台　すべり台　ウチダ　２－８２２－２６６３
西船児童ホーム 玩具 システムブロックアップダウンセット　T55600-000



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
小室児童ホーム （共通物品）７級用椅子 肘掛回転椅子
小室児童ホーム 座卓 円座卓（2卓組）
小室児童ホーム 座卓 円座卓（2卓組）
小室児童ホーム 棚 ボード棚/1800×450×1800
小室児童ホーム 棚 軽量棚（スチール棚）/イワマ家具　LO-6650
小室児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車収納台（壁面利用5台掛）/SUF-30
小室児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックパーソナルMDシステムRX-MDX83-S
小室児童ホーム アンプ アンプ/TOA WA-1812C
小室児童ホーム チューナー チューナーユニット/TOA WTU-1820
小室児童ホーム マイク マイクロホン/TOA WM-1220(ハンド型）
小室児童ホーム マイク マイクロホン/TOA WM-1220(タイピン型）
小室児童ホーム 運動用マット マット
小室児童ホーム 運動用マット マット
小室児童ホーム 玩具 プラホーミング
小室児童ホーム 玩具 プラホーミング
小室児童ホーム 巧技台 巧技台ミニ
小室児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/SAN-EI　10-069
小室児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/サンエイSSI
小室児童ホーム 跳び箱 跳び箱/セノー AW97
小室児童ホーム 跳び箱 跳び箱/プリマ T-103
小室児童ホーム バスケットボール関連用品 バスケットゴール
小室児童ホーム ベビーシート ベビーシートコンビα-FL型 壁・床取付タイプ/BS-02FL-L
小室児童ホーム その他の体育用品類 すずわりセット
小室児童ホーム 台車 マットトラック
小室児童ホーム 暗幕 暗幕/東リ TKY9321
小室児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
小室児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
小室児童ホーム 掃除機 業務用掃除機　日立アプライアンス　ロングコード　ＣＶ－Ｇ９５ＫＮＬ
小室児童ホーム 玩具 宝島　乳児用白木流し台　ＡＥ－３８
小室児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　折りたたみベッドワンタッチワイド　W23300-000
小室児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
小室児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
小室児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
小室児童ホーム その他の保育用品類 かめさんソフトクッションウォーク　チャイルド　♯642484



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
三山児童ホーム 整理箱 画用紙整理箱/ひかりのくに20段
三山児童ホーム レターケース レターケース/エコールA4-24P
三山児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジオカセットレコーダー/パナソニックパーソナルMDシステムRX-MOX83-S
三山児童ホーム アンプ アンプ/ナショナルWX-D300C/ C14
三山児童ホーム アンプ アンプ/TOA WA-1712C
三山児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1220ハンド型
三山児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1320ピン型
三山児童ホーム 玩具 プラフォーミング/Dセット
三山児童ホーム 巧技台 巧技台Cセット/T10300
三山児童ホーム サッカー関連用品 室内用ソフトサッカーセット
三山児童ホーム すべり台 すべり台（巧技台）
三山児童ホーム 相撲関連用品 スモウマット/プリマPNM-653
三山児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
三山児童ホーム 跳び箱 跳箱/セノーAY-38
三山児童ホーム 跳び箱 跳箱/セノーAY-38
三山児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA6011
三山児童ホーム プール マリンプール/L2型
三山児童ホーム 踏み切り板 踏切板/セノーAJ-23
三山児童ホーム 踏み切り板 踏切板/セノーAJ-23
三山児童ホーム ブロック ブロックマット/チャイルドブック550280（Bセット）
三山児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
三山児童ホーム 軽貨物自動車 自動車/スズキ　エブリイ
三山児童ホーム 運動用マット エバーマット/カワイH-1　ウレタンハイ
三山児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 学研　一輪車ラック　６０－２２７５０－０１５
三山児童ホーム テレビ 三菱　液晶テレビ　ＬＣＤ－２４ＬＢ６
三山児童ホーム 卓球関連用品 IS200Z 三英 18-666
三山児童ホーム 車両用品 ドライブレコーダー（取付含む）　ユピテル　ＢＵ＝ＤＲＲ４０３
三山児童ホーム 電子ピアノ ヤマハ　P-105B/WH
三山児童ホーム その他の台 ＴＯＥＩＬＩＧＨＴ　竹馬整理台２０　Ｔ－１７５６
三山児童ホーム ホワイトボード スケジュールボード（リバーホーロー製）　ＣＲ-ＷＢ36Ｍ
三山児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
三山児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
三山児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
三山児童ホーム その他の体育用品類 TOEI LIGHT ターゲットゲーム１２０C　B-2220
三山児童ホーム パンフレットスタンド クラウン　パンフレットスタンド　31798　CR-PF3101－SL



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
八木が谷児童ホーム 座卓 円座卓
八木が谷児童ホーム 書架 書架/キハラNo.3010
八木が谷児童ホーム 書架 書架/キハラNo.3010
八木が谷児童ホーム 書架 書架/学研8-75986
八木が谷児童ホーム 書庫 書庫/プラスSG306ベージュ
八木が谷児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/プラスBK-600S
八木が谷児童ホーム 整理箱 版画BOX/W03100
八木が谷児童ホーム ロッカー 更衣ロッカー/4連2号
八木が谷児童ホーム レターケース レターケース/プラス22-076DT-216PA
八木が谷児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックパーソナルMDシステムRX-MDX83-S
八木が谷児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/TOA WA-1812C
八木が谷児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA　WM-1220（ハンド型）
八木が谷児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA　WM-1320（タイピン型）
八木が谷児童ホーム エア・コンディショナー 空調機/三菱FDKJ56 H2D3
八木が谷児童ホーム 扇風機 扇風機/シャープPJ-42FF
八木が谷児童ホーム 扇風機 扇風機/シャープPJ-42FF
八木が谷児童ホーム 運動用マット エバーマット
八木が谷児童ホーム 運動用マット エバーマット/ダブルチャック200×150×30
八木が谷児童ホーム 運動用マット エバーマット/ライトG-987
八木が谷児童ホーム 運動用マット エバーマット/ダブルチャック200×150×30
八木が谷児童ホーム 玩具 カプラ1000
八木が谷児童ホーム 玩具 ままごとウッディ食器セット
八木が谷児童ホーム 巧技台 巧技台/T-25600
八木が谷児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/カワイKF-5
八木が谷児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/カワイKF-5
八木が谷児童ホーム バスケットボール関連用品 室内バスケットゴール
八木が谷児童ホーム パネルシアター関連用品 ブラックライトシアター
八木が谷児童ホーム ブロック ブロックマット/チャイルドブック550279（Aセット）
八木が谷児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
八木が谷児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ
八木が谷児童ホーム 工具セット 電動工具セット/マキタNDB10-11
八木が谷児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ370PA
八木が谷児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
八木が谷児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
八木が谷児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック　アップダウンセット　T-55600
八木が谷児童ホーム すべり台 Ｙ０５７００－０００　ちびっこスライダー
八木が谷児童ホーム その他の保育用品類 ボールプール六角型プール本体
八木が谷児童ホーム その他の保育用品類 ボールプール六角型ボール500個　直径６cm
八木が谷児童ホーム 冷蔵庫 三菱　冷蔵庫　ＭＲ－Ｐ１５Ｃ
八木が谷児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
八木が谷児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
八木が谷児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
八木が谷児童ホーム 知育教材 7917-1NEWちびっこシステムキッチン　Y60900-000
八木が谷児童ホーム その他の保育用品類 ボールプール用ボール（５００個）　学研　60－71746－012
八木が谷児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　サンエイ　1S180　既存卓球台の撤去あり（各施設1台）　運搬費含む



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
松が丘児童ホーム 玩具 ログハウス/学研
松が丘児童ホーム 作業台 工作台/20-281H-180
松が丘児童ホーム テーブル 閲覧テーブル/H2
松が丘児童ホーム テーブル 閲覧テーブル/H2
松が丘児童ホーム ケース フロアーケース/A4-273
松が丘児童ホーム 台 たけうまスタンド/学研8-77960
松が丘児童ホーム 棚 整理棚/No3100
松が丘児童ホーム ロッカー ロッカー/プラス68756
松が丘児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ/パナソニックパーソナルMDシステムRX-MDX83-S
松が丘児童ホーム マイク マイク
松が丘児童ホーム エア・コンディショナー 空調設備機器/三菱FDEJ90H
松が丘児童ホーム 玩具 プラフォーミング/1419-02
松が丘児童ホーム 玩具 プレイポール
松が丘児童ホーム 玩具 白木流し台/AE-38
松が丘児童ホーム 玩具 カプラ1000
松が丘児童ホーム 巧技台 巧技台Cセット/T10300
松が丘児童ホーム すべり台 すべり台（巧技台）/T-13100
松が丘児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/カワイKF-5
松が丘児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/エバニューKD-037
松が丘児童ホーム 跳び箱 跳箱/カワイK303B
松が丘児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
松が丘児童ホーム その他の保育用品類 安全サークル/ウチダ852-2100
松が丘児童ホーム その他の保育用品類 システムブロックアップダウンセット
松が丘児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ/ヤマハクラビノーバ
松が丘児童ホーム 運動用マット ＥＶＥＲＮＥＷ　カラーペットマット　ＥＫＭ０４１１００（赤）
松が丘児童ホーム 運動用マット ＥＶＥＲＮＥＷ　カラーペットマット　ＥＫＭ０４１７００（青）
松が丘児童ホーム ブロック システムブロック ひかりのくに T-55003
松が丘児童ホーム 車両用品 ドライブレコーダー（取付含む）　ユピテル　ＢＵ＝ＤＲＲ４０３
松が丘児童ホーム 本棚 学研　絵本棚Ｃ　６０－７５９６３－００９
松が丘児童ホーム 軽貨物自動車 マツダ　スクラムバン
松が丘児童ホーム ブロック ひかりのくに　システムブロック　ステージ　Ｔ５５０１９－０００
松が丘児童ホーム その他の机 ひかりのくに　乳児用テーブル高さ調節　Ｗ33400-000
松が丘児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
松が丘児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
松が丘児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
松が丘児童ホーム 玩具 ミニパラバルーン蛍光ミックス　ひかりのくに　T17200-000
松が丘児童ホーム おむつ交換台 ベビーナハイタイプおむつ交換台　フレーベル館　3106860
松が丘児童ホーム その他の保育用品類 授乳チェアミーミル　フレーベル館　3115329



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
飯山満児童ホーム 原動機付自転車 原付バイク/スズキ50CC
飯山満児童ホーム 座卓 長方座卓
飯山満児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
飯山満児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
飯山満児童ホーム ねころび台 ねころび台/キハラ3310　3315
飯山満児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/コクヨBK-W11W
飯山満児童ホーム 保管庫 保管庫/ライオンDF-365ツイン
飯山満児童ホーム レターケース レターケース/コクヨSK-A425
飯山満児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CD・MDラジカセ/パナソニックRX-MDX83-S
飯山満児童ホーム アンプ アンプ/TOA WA-1712C
飯山満児童ホーム 投映機 O.H.P/ライオン　No2330L
飯山満児童ホーム ビデオ ビデオデッキ/ビクター
飯山満児童ホーム ビデオ ビデオデッキ/ナショナル　NV-H5
飯山満児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/ナショナルWX-4300B
飯山満児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA　WM-1320　ピン型
飯山満児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1220　ハンド型
飯山満児童ホーム エア・コンディショナー エアコン/東芝パッケージエアコン　AIK-J904HX ROA-J904H
飯山満児童ホーム 運動会関連用品 玉入れ台/ひかりのくにT-8300
飯山満児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューC403
飯山満児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューC403
飯山満児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューC403
飯山満児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューSB-512
飯山満児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューSB-512
飯山満児童ホーム 玩具 白木流し台
飯山満児童ホーム 巧技台 功技台/Bセット
飯山満児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
飯山満児童ホーム 跳び箱 跳箱/エバニューAH001
飯山満児童ホーム 跳び箱 跳箱/エバニューAH001
飯山満児童ホーム 踏み切り板 踏切板/エバニューAH032
飯山満児童ホーム 踏み切り板 踏切板/エバニューAH032
飯山満児童ホーム 平均台 平均台/Toei T165
飯山満児童ホーム 平均台 平均台/Toei T165
飯山満児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
飯山満児童ホーム 電子ピアノ グラビノーバ/ヤマハCVP403
飯山満児童ホーム 台車 マットトラック/T150トーエイライト
飯山満児童ホーム 雛人形 御雛壇セット/35号-7段
飯山満児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
飯山満児童ホーム その他の学習用品類 ピックアップトラック（カタログ：内田8-344-3818）リトルタイックス
飯山満児童ホーム マガジンラック マガジンスタンド　オフィス図鑑　ＮＭＳ－３４０
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 キュービックスライド　T-33100
飯山満児童ホーム その他の椅子 ひかりのくに　Ｃｏｍｂｉ　エンジェルチェア　ＮＳ－Ｒ１　Ｗ９０１００－０００
飯山満児童ホーム ホワイトボード ひかりのくに　ウッディお絵かきボード　Ｗ６３５５０－０００
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 学研　ボールプール6角型60-71746-013　ボール500個60-71746-012
飯山満児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
飯山満児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
飯山満児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　軽量ライトマット　T03301-000
飯山満児童ホーム 冷蔵庫 シャープ　SJ-H12D-S
飯山満児童ホーム 卓球関連用品 卓球台（セパレート式）三英１８－９６７１００（既存台の撤去費含む）
飯山満児童ホーム ホワイトボード 馬印　脚付ホワイトボード　片面　11798　MH36TN



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
夏見児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
夏見児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
夏見児童ホーム テーブル 円型閲覧テーブル/木原
夏見児童ホーム ねころび台 ユニット式ねころび台
夏見児童ホーム ねころび台 ユニット式ねころび台/キハラ33101レット
夏見児童ホーム 保管庫 保管庫/ライオンDF365
夏見児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 新体操キャリー/サンエイS-1865
夏見児童ホーム レターケース レターケース/エコールA4‐27P
夏見児童ホーム ＣＤラジオカセットプレイヤー CDラジカセ
夏見児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/松下WX702C
夏見児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/ナショナルWX-230
夏見児童ホーム アンプ 卓上アンプ
夏見児童ホーム 照明装置 ミニライティングキット
夏見児童ホーム スポットライト スポットライト
夏見児童ホーム エア・コンディショナー エアコン/東芝AIK-J904HX RDA-J904H
夏見児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/日立R-106W
夏見児童ホーム 運動会関連用品 パラバルーン/サンスポーツプロダクトM-4
夏見児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューAJ-062
夏見児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューAJ-062
夏見児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ35-804
夏見児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューAJ-062
夏見児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューAJ-062
夏見児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ35-804
夏見児童ホーム 玩具 乳児用白木流し台/エルフAE-38
夏見児童ホーム 玩具 カプラ1000
夏見児童ホーム 巧技台 巧技台/Bセット
夏見児童ホーム 体力測定関連用品 垂直跳測定器/ニシオカ16-1-1
夏見児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
夏見児童ホーム 跳び箱 跳箱/サンエイ20-101
夏見児童ホーム 跳び箱 跳箱/サンエイ20-101
夏見児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA1000
夏見児童ホーム パネルシアター関連用品 パネルステージセット
夏見児童ホーム 平均台 平均台/ライトT165
夏見児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
夏見児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ
夏見児童ホーム 掃除機 掃除機
夏見児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ　370PA
夏見児童ホーム ベッド ソファーベッド/コクヨCE-483
夏見児童ホーム ブロック システムブロック ハイハイセット ひかりのくに T-55300
夏見児童ホーム エア・コンディショナー ２９畳用エアコン　三菱ＭＳＺ－ＺＸＶ９０５Ｓ
夏見児童ホーム 本棚 学研　展示パーテーション　６０７６５３００５７
夏見児童ホーム 運動用マット ひかりのくに　かえるジャンピング・セフティ　Ｔ－３３５００
夏見児童ホーム 本棚 スマイルキッズ　のびのびベーシック絵本棚　６０－７１５００－０２７
夏見児童ホーム 巧技台 ひかりのくに　システムブロック階段（2個セット）　Ｔ55006-000
夏見児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
夏見児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
夏見児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
夏見児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　セパレート　18-967100
夏見児童ホーム その他の椅子 エンジェルチェアNSR1
夏見児童ホーム おむつ交換台 おむつ交換台ベルト付き　フレーベル館（オリジナル商品）　771030



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
塚田児童ホーム 作業台 工作台/コクヨ SG-T255M
塚田児童ホーム 作業台 工作台/コクヨ SG-T255M
塚田児童ホーム 生徒・園児用机 児童用机/W33200
塚田児童ホーム テーブル 円型閲覧テーブル/キハラ 3237-1
塚田児童ホーム 黒板 異動黒板/ライオン 510-06 RM22
塚田児童ホーム レターケース レターケース（大）/エコール A436D
塚田児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/TOA WA-1712C
塚田児童ホーム テレビ カラーテレビ/三菱 LCD-19LB10
塚田児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/ハンド型
塚田児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/ピン型
塚田児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ　35-804
塚田児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニュー　AT-066
塚田児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ　35-804
塚田児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニュー　AT-066
塚田児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニュー　AT-066
塚田児童ホーム 玩具 白木流し台
塚田児童ホーム 体力測定関連用品 垂直跳測定器/ニシオカ　16-H
塚田児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/サンエイ　SH10-4
塚田児童ホーム 跳び箱 跳箱/サンエイ　20-101
塚田児童ホーム 跳び箱 跳箱/サンエイ　20-101
塚田児童ホーム トランポリン トランポリン/セノー　CA1000
塚田児童ホーム 踏み切り板 踏切板/エバニュー　AH-032
塚田児童ホーム 踏み切り板 踏切板/エバニュー　AH-032
塚田児童ホーム 平均台 平均台マルチAセット
塚田児童ホーム 平均台 平均台マルチAセット
塚田児童ホーム 平均台 平均台マルチAセット
塚田児童ホーム ベビーシート ベビーシートコンビα-FL型 壁・床取付タイプ/BS-02FL-L
塚田児童ホーム 洗濯機 洗濯機/サンヨー　ASW-60B
塚田児童ホーム ミシン ミシン/370PA
塚田児童ホーム ミシン ミシン/370PA
塚田児童ホーム おむつ交換台 マスセット　５９２３３　安全ベルト付き　折りたたみ式
塚田児童ホーム 運動用マット ＥＶＥＲＮＥＷ　軽量エコ・カラーマットすべり止付　ＥＫＭ０７９７００（青）　１２０×２４０
塚田児童ホーム その他の保育用品類 ブロックマット三角（型番：EKH185）
塚田児童ホーム その他の保育用品類 システムブロック　ベーシックセット　T-55000
塚田児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
塚田児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
塚田児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車ハンガー　ＵＨ－１５　三和体育　Ｓ１７３２
塚田児童ホーム 玩具 宝島　ドミノ総合セット　ＨＡ－１１７２　ＷＦ－１３３０１１
塚田児童ホーム 積木 宝島　カプラ積木　１０００ｐ木箱入り
塚田児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
塚田児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
塚田児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
塚田児童ホーム マットレス スマイルキッズ　ソフトクッションマット（4色組）60-22329-114
塚田児童ホーム 卓球関連用品 三英　卓球台　18-756100（引取有）
塚田児童ホーム 卓球関連用品 三英　卓球台　18-756100（引取有）
塚田児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
塚田児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
塚田児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
塚田児童ホーム マット ソフトクッションマット（４色組）6022329-114
塚田児童ホーム マット ソフトクッションマット（４色組）6022329-114
塚田児童ホーム 卓球関連用品 卓球台（セパレート式）三英１８－９６７１００（既存台の撤去費含む）
塚田児童ホーム 冷蔵庫 三菱　冷蔵庫146L　MR-P15D



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
宮本児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
宮本児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
宮本児童ホーム テーブル 円型閲覧テーブル/キハラ3237-1
宮本児童ホーム ねころび台 六角ねころび台（スツール）/イトーキLEM-016-45-80
宮本児童ホーム ねころび台 六角ねころび台（スツール）/イトーキLEM-016-45-80
宮本児童ホーム キャビネット システムトレイキャビネット/VCHIDA　1-262-1155
宮本児童ホーム キャビネット システムトレイキャビネット/VCHIDA　1-262-1155
宮本児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/コクヨBKW-11W
宮本児童ホーム 保管庫 保管庫/ライオンDF-365IV
宮本児童ホーム 黒板 移動回転ボード/W-61600
宮本児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ
宮本児童ホーム チューナー チューナーユニット/TOA WTV-1820
宮本児童ホーム 投映機 オーバーヘッドプロジェクター/学研OHP　GPJ655W-W
宮本児童ホーム ビデオ ビデオデッキ/ナショナルNV-H5
宮本児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1320（タイピン型）
宮本児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1320（タイピン型）
宮本児童ホーム プリンター インクジェット複合機
宮本児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026M
宮本児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026M
宮本児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026F
宮本児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026F
宮本児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット
宮本児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ35-804
宮本児童ホーム 運動用マット エバーマット/サンエイ35-804
宮本児童ホーム おむつ交換台 のびのび乳幼児シリーズ　おむつ台
宮本児童ホーム 玩具 白き流し台
宮本児童ホーム 玩具 電子レンジ（玩具）
宮本児童ホーム 玩具 プラフォーミング/フレーベルDセット1419-02
宮本児童ホーム 巧技台 巧技台Bセット
宮本児童ホーム 巧技台 功技台用丸型はしご
宮本児童ホーム サッカー関連用品 ミニサッカーゴール/サンエイ42-411
宮本児童ホーム 相撲関連用品 土俵マット/カワイOS-3
宮本児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/サンエイSSIセンサー10-089
宮本児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
宮本児童ホーム 得点板 デジタルマルチカウンター/エバニューEKE971
宮本児童ホーム 跳び箱 跳び箱/サンエイ20-101
宮本児童ホーム 跳び箱 跳び箱/サンエイ20-101
宮本児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA-1000
宮本児童ホーム プール マリンプールL2型
宮本児童ホーム 踏み切り板 踏切板/サンエイロイター板ST-21-116
宮本児童ホーム ブロック システムブロックアップダウンセット
宮本児童ホーム 平均台 平均台/サンエイSAJ-2 22-107
宮本児童ホーム その他の体育用品類 トップパネル/ひかりのくにマスセット
宮本児童ホーム 工具セット 電動工具セット/日立10点セット
宮本児童ホーム ミシン ミシン/380PD
宮本児童ホーム 鏡 フィルムミラー普及型W800/トーエイライトT-2188
宮本児童ホーム ベッド 学研 12-71627
宮本児童ホーム 冷蔵庫 シャープ　ＳＪ－Ｈ１２Ｙ
宮本児童ホーム 身長計 ひかりのくに　身長計　あひる　Ｗ－０８６００
宮本児童ホーム ミュージックベル 27音セット ケース付き
宮本児童ホーム その他の娯楽用品類 ダーツボードセット（スローマット、ダーツスタンド付）納入場所：宮本児童ホーム
宮本児童ホーム サッカー関連用品 室内アルミゴール１５２０　ライト　Ｂ－３８８２　納入場所：宮本児童ホーム
宮本児童ホーム その他の台 ＳＡＮＷＡ　ＴＡＩＫＵ　一輪車ハンガーＵＨ－１５　Ｓ－１７３２
宮本児童ホーム マイク ＴＯＡ　ワイヤレスマイク　ＷＭ－１２２０ハンド型
宮本児童ホーム その他の椅子 ひかりのくに　エンジェルチェア　ＮＳ－Ｒ１　Ｗ－９０１００
宮本児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
宮本児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
宮本児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
宮本児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
宮本児童ホーム ブロック ひかりのくに　システムブロック　斜面・小（２個セット）　Ｔ５５００３－０００
宮本児童ホーム ブロック ひかりのくに　システムブロック　三角プレート　Ｔ５５０２０－０００
宮本児童ホーム 玩具 宝島　乳児用冷蔵庫　ＡＥ６９
宮本児童ホーム 電子ピアノ プリヴィア　ＰＸ-760ＢＫ
宮本児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
宮本児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
宮本児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
宮本児童ホーム 卓球関連用品 卓球台（セパレート式）三英１８－９６７１００（既存台の撤去費含む）
宮本児童ホーム アンプ PAアンプ　TOA　A-1803



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
三咲児童ホーム テーブル ウッドサークルテーブル/学研 20-71500
三咲児童ホーム テーブル 乳児カラーテーブル/学研 68-71496
三咲児童ホーム ねころび台 ねころび台ユニット式/キハラ 3310
三咲児童ホーム ねころび台 ねころび台ユニット式/キハラ 3310
三咲児童ホーム 書庫 書類整理庫/コクヨ SK-B32
三咲児童ホーム 書庫 書庫整理庫/コクヨ SK-B22
三咲児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/コクヨ BKW-11W
三咲児童ホーム 保管庫 保管庫/ライオン DF3651V
三咲児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/TOA WA-1812C
三咲児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/東芝 WA-2600BD
三咲児童ホーム 投映機 O・H・P/GPJ-655w
三咲児童ホーム ビデオ ビデオ(VHS)/ビクター HR-D23
三咲児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/WM-1320
三咲児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケン LM-026M
三咲児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケン LM-026M
三咲児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケン LM-026F
三咲児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケン LM-026F
三咲児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット
三咲児童ホーム 運動用マット 体操マット/セフティマット カワイ H-2
三咲児童ホーム 運動用マット 体操マット/セフティマット カワイ H-2
三咲児童ホーム 運動用マット 体操マット/ライトジャンプマット T-261
三咲児童ホーム 運動用マット 体操マット/ライトシステムマット T-215
三咲児童ホーム 玩具 プラフォーミング/Dセット
三咲児童ホーム 玩具 カプラ積木
三咲児童ホーム 玩具 大型ダルマ落し/ウチダ 8-340-4013
三咲児童ホーム 玩具 カプラ積木
三咲児童ホーム グラウンド・ゴルフ関連用品 グランドゴルフセット
三咲児童ホーム 巧技台 巧技台
三咲児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
三咲児童ホーム 跳び箱 跳び箱/カワイK-503
三咲児童ホーム 跳び箱 跳び箱/カワイK-503
三咲児童ホーム トランポリン トランポリン/ニシオカ 23-2-2D
三咲児童ホーム 平均台 平均台/三英SAJ-22-107
三咲児童ホーム ベビーシート ベビーシートコンビα-FL型 壁・床取付タイプ/BS-02FL-L
三咲児童ホーム その他の保育用品類 システムブロックアップダウンセット
三咲児童ホーム ミュージックベル ミュージックベルゴールド27音セット/学研 6074458044
三咲児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ 380-PD
三咲児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ 380-PD
三咲児童ホーム 台車 体操マットトラック/ライトマットトラック 5R T-202
三咲児童ホーム 餅つき関連用品 もちつきセット
三咲児童ホーム 餅つき関連用品 もちつきセット
三咲児童ホーム その他の棚 宝島　絵本立て　ＡＥ－６３
三咲児童ホーム 玩具 ジョイフルクラブハウス ひかりのくに 7006SC
三咲児童ホーム 本棚 ひかりのくに　ブックスタンド・大　Ｗ－１８４００
三咲児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット　ＬＭ‐０５４
三咲児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
三咲児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
三咲児童ホーム プール ひかりのくに　かたづけかんたんプール　Ｔ３１８００－０００
三咲児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　ＪＳ３００　三英　１８－８４５　既存卓球台１台撤去費含む　（納品場所：三咲児童ホーム）
三咲児童ホーム 冷蔵庫 三菱　冷蔵庫　１４６Ｌ　ＭＲ－Ｐ１５Ａ
三咲児童ホーム ラック メタルラック　MR－1518DJ　幅150㎝×奥61㎝×179㎝
三咲児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
三咲児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
三咲児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
三咲児童ホーム ブロック システムブロック長方体　T55001-000
三咲児童ホーム ブロック システムブロック斜面小（２個セット）T55003-000
三咲児童ホーム レンジ パナソニック　ＮＥ－Ｔ１５Ａ２
三咲児童ホーム 玩具 レゴ基本ブロックたっぷりセット　83-00001-157



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
新高根児童ホーム （共通物品）７級用椅子 肘掛回転椅子/ホウトクCJ-31CL F-5
新高根児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M万力2個付
新高根児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M万力2個付
新高根児童ホーム ねころび台 六角ねころび台スツール/イトーキLEM-016-45.80
新高根児童ホーム ねころび台 ねころび台ユニット式/キハラ3310Y.B
新高根児童ホーム その他の椅子 エンジェルチェアー/学研60-74441-057
新高根児童ホーム カウンター ローカウンター/ウチダ洋行LC型カウンター
新高根児童ホーム 書庫 書類整理庫/コクヨSK-B32
新高根児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/コクヨBKW-11W
新高根児童ホーム 棚 画紙整理棚/129800
新高根児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/TOA WA-1712C
新高根児童ホーム テレビ テレビ/三菱LCD-192B10
新高根児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/シャープSJ-H12W-S
新高根児童ホーム 運動用マット ウレタンマット/カワイH-2
新高根児童ホーム 運動用マット ウレタンマット/カワイH-2
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューカラーマットCB-453
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/ニュートップT2413スクエアキルティングAF953
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/ニュートップT2413スクエアキルティングAF953
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューカラーマットCB-453
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューカラーマットCB-453
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューカラーマットCB-453
新高根児童ホーム 運動用マット 体操マット/エバニューカラーマットCB-453
新高根児童ホーム 玩具 ジュニアジムBセット
新高根児童ホーム 玩具 4色カラードリームトンネルセット
新高根児童ホーム 玩具 プラフォーミングソフト/（38組）138210
新高根児童ホーム 玩具 人形の家
新高根児童ホーム 巧技台 基本体技台/Bセット
新高根児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
新高根児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
新高根児童ホーム 跳び箱 とび箱/エバニューY-100C KF-011C
新高根児童ホーム 跳び箱 とび箱/エバニューY-100C KF-011C
新高根児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA6001リトルジャイアント
新高根児童ホーム 踏み切り板 ロイター板/エバニューEK100S KF-051
新高根児童ホーム 踏み切り板 ロイター板/エバニューEK100S KF-051
新高根児童ホーム 平均台 平均台/SAN-EI SAJ-2 22-107
新高根児童ホーム 平均台 平均台/エクセル平均台73384
新高根児童ホーム 平均台 平均台/SAN-EI SAJ-2 22-107
新高根児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
新高根児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ750-PD
新高根児童ホーム 台車 マットトラック/トウエイライトT-202
新高根児童ホーム その他の体育用品類 ＥＶＥＲＮＥＷ　マルチ運動遊びセット　ＥＴＥ１１０
新高根児童ホーム 運動用マット お山のマット スマイルキッズ
新高根児童ホーム 運動用マット おりたためるパステルサークル スマイルキッズ
新高根児童ホーム 運動用マット ブロックマット 三角 EVERNEW
新高根児童ホーム テーブル サークルテーブル・イエロー（セット）　160*80*高さ25㎝　学研カタログ82-71500-023
新高根児童ホーム 本棚 学研　絵本棚Ｃ　６０－７５９６３－００９
新高根児童ホーム テーブル ひかりのくに　ベビーナ食事用テーブルピーチ　Ｗ３０７４１－０００
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｍ（男の子）
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
新高根児童ホーム その他の学習用品類 コーケンベビー　ＬＭ‐０２６Ｇ（女の子）
新高根児童ホーム 身長計 デジタル身長計　8-710-2021　ＡＤ-6226
新高根児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
新高根児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
新高根児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
新高根児童ホーム その他の体育用品類 パラバルーンコンビ６ｍ　T24100-000
新高根児童ホーム 玩具 ドレミでピョンピョン　Y12100-000



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
薬円台児童ホーム 座卓 座卓/900丸　マスセット　16401
薬円台児童ホーム 座卓 座卓セット/ウチダ　8-344-1277
薬円台児童ホーム テーブル 円型閲覧テーブル/キハラ　3237-1
薬円台児童ホーム 書庫 書類整理庫/コクヨSK-B32
薬円台児童ホーム 書庫 書庫整理庫/コクヨSK-B22
薬円台児童ホーム 整理箱 版画整理ボックス
薬円台児童ホーム 棚 画用紙整理棚
薬円台児童ホーム 保管庫 保管庫/ライオンDF3651V
薬円台児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 新体操キャリア/サンエイ23-503
薬円台児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/東芝AWA-3210
薬円台児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/東芝AWM-321　ピンマイク
薬円台児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/AWM-321
薬円台児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/東芝　GR-A15A
薬円台児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026M
薬円台児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026F
薬円台児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026M
薬円台児童ホーム 人形 コーケンベビー/コーケンLM-026F
薬円台児童ホーム その他の学習用品類 妊婦体験ジャケット
薬円台児童ホーム 運動用マット マット/エバニューKG141
薬円台児童ホーム 運動用マット エバーマット
薬円台児童ホーム 巧技台 功技台/DセットT-10900
薬円台児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
薬円台児童ホーム 作業台 工作台/コクヨSG-T255M
薬円台児童ホーム 卓球関連用品 卓球台
薬円台児童ホーム 卓球関連用品 卓球フェンス/三英11-019
薬円台児童ホーム 卓球関連用品 卓球フェンス/三英11-019
薬円台児童ホーム 卓球関連用品 卓球フェンス/三英11-019
薬円台児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/エバニューKD-037
薬円台児童ホーム 得点板 デジタルマルチカウンター/エバニューEKE971
薬円台児童ホーム 跳び箱 跳び箱/セノーAL1012
薬円台児童ホーム 跳び箱 跳び箱/セノーAL1012
薬円台児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA-2001
薬円台児童ホーム パネルシアター関連用品 パネルステージセット/学研6072045010
薬円台児童ホーム 踏み切り板 踏切板/カワイLD-103
薬円台児童ホーム 踏み切り板 踏切板/カワイLD-103
薬円台児童ホーム ブロック コンビ　ファンシーブロック/ひかりのくにS62000
薬円台児童ホーム その他の保育用品類 システムブロックアップダウンセット
薬円台児童ホーム その他の体育用品類 ユニカール/サンラッキーSRS-X3
薬円台児童ホーム ミュージックベル ミュージックベル
薬円台児童ホーム 洗濯機 洗濯機/松下NA-F42M6
薬円台児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメPD750型
薬円台児童ホーム 鏡 フィルムミラー普及型　W800/トーエイライトT-2188
薬円台児童ホーム 原動機付自転車 原動機付自転車
薬円台児童ホーム トランポリン 学研　ラビットトランポリンＲ　６０－７６５３０－１１８
薬円台児童ホーム その他の体育用品類 ビリボ（カタログ：ひかりのくにZ-30600）
薬円台児童ホーム その他の娯楽用品類 ダーツボードセット（スローマット、ダーツスタンド付）納入場所：薬円台児童ホーム
薬円台児童ホーム サッカー関連用品 室内アルミゴール１５２０　ライト　Ｂ－３８８２　納入場所：薬円台児童ホーム
薬円台児童ホーム テーブル ひかりのくに　折りたたみテーブル高さ調節　Ｎ－３３４５１
薬円台児童ホーム テーブル ひかりのくに　折りたたみテーブル高さ調節　Ｎ－３３４５１
薬円台児童ホーム 運動用マット スマイルキッズ　ドレミマット　６０－７５１８４－０１７
薬円台児童ホーム すべり台 スマイルキッズ　やさしいソフト滑り台　６０－７６３４７－０１１
薬円台児童ホーム おむつ交換台 スマイルキッズ　のびのび乳幼児おむつ台　60-71497-120
薬円台児童ホーム 積木 宝島　リグノ　ネフ社　207
薬円台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
薬円台児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
薬円台児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
薬円台児童ホーム その他の体育用品類 ミニパラバルーン蛍光ミックス　T17200-000
薬円台児童ホーム その他の体育用品類 紅白玉入台120（低全高型）トーエイライトB-2681



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
海神児童ホーム 書架 5連移動棚/ひかりのくにW-43300
海神児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/ナイキOK3-1V
海神児童ホーム ラック 中量棚
海神児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車収納スタンド/ジャベリンM-900
海神児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車スタンド/学研6022750015
海神児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ/東芝AWA-3201
海神児童ホーム ビデオデッキ ビデオデッキ
海神児童ホーム マイク ワイヤレスピンマイク/ユニペックスWM-3100
海神児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/容量150l
海神児童ホーム 運動会関連用品 紅白ボール/学研6070112001
海神児童ホーム 玩具 ゆらゆら橋/N74105
海神児童ホーム 玩具 カプラ1000
海神児童ホーム 巧技台 功技台/丸型梯子
海神児童ホーム 巧技台 功技台/Cセット
海神児童ホーム 巧技台 功技台/スベリ面
海神児童ホーム 体操関連用品 体操棒/仲条F-2211
海神児童ホーム 体力測定関連用品 背筋力計/竹井TKK-5102
海神児童ホーム 体力測定関連用品 垂直跳測定器/竹井TKK-5106
海神児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/三英商会SS3センサー
海神児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/サンエイ10-069
海神児童ホーム 綱引きロープ つなひきロープ/TO6200
海神児童ホーム 跳び箱 幼児用飛び箱/仲条特小4段　F-2111
海神児童ホーム 跳び箱 飛び箱/仲条6段　F-2022
海神児童ホーム 跳び箱 飛び箱/仲条6段　F-2022
海神児童ホーム トランポリン トランポリン/セノーCA-6001
海神児童ホーム 踏み切り板 ロイター板JR/仲条F-2137
海神児童ホーム 踏み切り板 ロイター板JR/仲条F-2137
海神児童ホーム 平均台 平均台/TOEIライト　T-165
海神児童ホーム 平均台 幼児用平均台/TOEIライト　T-2200（R)
海神児童ホーム ベビーシート ベビーシート/コンビ－FL型　壁・床取付タイプBS-02FL－L
海神児童ホーム その他の保育用品類 三輪車/学研6070336001
海神児童ホーム 工具セット 電動工具セット
海神児童ホーム ミシン ミシン/ジャノメ750-PD
海神児童ホーム ベッド ソファーベッド/フランスベッドSN-01 パープル
海神児童ホーム 書庫 ライオン　スチール書庫　両開き　Ｎо.３６０　456-05　スチール戸タイプ　シリンダー鍵付き
海神児童ホーム ブロック システムブロック アップダウンセット T-55600
海神児童ホーム 玩具 乳幼児用白木流し台 AE-38
海神児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　JS100　三英　18-946
海神児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
海神児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
海神児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
海神児童ホーム 扇風機 大型扇風機　ナカトミ　ビッグファン　BF-75V



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
法典児童ホーム 座卓 ライトテーブルかどまる座卓/W-23902
法典児童ホーム 座卓 ライトテーブルかどまる座卓/W-23902
法典児童ホーム テーブル フルーツテーブル
法典児童ホーム テーブル ウッディテーブル/W-44900
法典児童ホーム テーブル ウッディテーブル/W-44900
法典児童ホーム 書庫 引き違い書庫/ウチダ 3×6 300-2921
法典児童ホーム 食器棚 ビジネスキッチン/ウチダ TYPE60 333-3296
法典児童ホーム アンプ ワイヤレスアンプ（チューナー付）/TOA WA-1712C
法典児童ホーム テレビ テレビ/東芝 20N20 ワイド20
法典児童ホーム プロジェクター ビデオプロジェクター/ソニー CPJ100
法典児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1320 ピン型
法典児童ホーム マイク ワイヤレスマイク/TOA WM-1220 ハンド型
法典児童ホーム その他の通信関連機器 無線LANアクセスポイント装置/WLA-L11
法典児童ホーム 運動用マット ウレタンハイマット/カワイ H-7
法典児童ホーム 運動用マット エバーマット/エバニュー EGD261
法典児童ホーム 運動用マット エバーマット/エバニュー EGD261
法典児童ホーム 玩具 オニムゲーム
法典児童ホーム 玩具 ゆらゆら橋屋内用
法典児童ホーム 玩具 両面ままごとキッチン/60-76168-044
法典児童ホーム 巧技台 巧技台/レセット T-10300
法典児童ホーム 巧技台 巧技台/レセット T-10200
法典児童ホーム スーパーホッケー関連用品 スーパーホッケー/プリマ IS-WX
法典児童ホーム 相撲関連用品 土俵マット/T-02800
法典児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/セパレートSR-22
法典児童ホーム 跳び箱 跳び箱/仲條F-2111
法典児童ホーム 跳び箱 跳び箱/カワイ K-303
法典児童ホーム トランポリン トランポリン/セノー CA-6001
法典児童ホーム 跳び箱 跳び箱/仲條F-2111
法典児童ホーム 平均台 幼児用平均台/藤栄ライト T-2200R
法典児童ホーム ベビーシート ベビーシートコンビα-FL型 壁・床取付タイプ/BS-02FL-L
法典児童ホーム ボーリング関連用品 ジャンボボール（大・紅白セット）/T-05200
法典児童ホーム その他の体育用品類 トップパネル/階段72959
法典児童ホーム その他の体育用品類 トップパネル/5色セット72956
法典児童ホーム その他の体育用品類 トップパネル/トンネル72957
法典児童ホーム その他の体育用品類 トップパネル/すべり台72958
法典児童ホーム その他の体育用品類 カラーコーン/カワイCC-10　6色セット
法典児童ホーム キーボード（楽器） カシオトーン
法典児童ホーム 電子ピアノ 電子ピアノ
法典児童ホーム 掃除機 掃除機/東芝VC-P330
法典児童ホーム ベッド ソファーベット/ウチダ1型ブラウン
法典児童ホーム 暗幕 暗幕一式
法典児童ホーム ブラインド ブラインド一式
法典児童ホーム 玩具 宝島　人形の家２階建（大）　ＤＢ５０１３
法典児童ホーム ビリヤード バンパープールテーブルセット タウンハウス
法典児童ホーム 車両用品 ドライブレコーダー（取付含む）　ユピテル　ＢＵ＝ＤＲＲ４０３
法典児童ホーム 軽貨物自動車 マツダ　スクラムバン
法典児童ホーム その他の保育用品類 キュービックスライド　T-33100
法典児童ホーム 玩具 宝島　デュシマキッチン　Ｄガスレンジ　４０３－６１０
法典児童ホーム ブロック 斜面・小
法典児童ホーム ブロック エル型
法典児童ホーム ブロック 階段
法典児童ホーム ブロック 平均台型
法典児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　ＪＳ１００　三英　１８－９４６　（納品場所：法典児童ホーム）
法典児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
法典児童ホーム 撮影装置 防犯カメラ　ＮＳＫ　ＮＳ－ＡＨ８２２ＩＲＣ
法典児童ホーム 録画機 ハードディスクレコーダー　ＮＳＫ　ＮＳ－６０４３ＡＨＲ
法典児童ホーム その他の体育用品類 パラシュート７２０　B-2212
法典児童ホーム 卓球関連用品 卓球台　サンエイ　1S180　既存卓球台の撤去あり（各施設1台）　運搬費含む



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
本中山児童ホーム レターケース レターケース/エコールA4M27P
本中山児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ライオン　ED-E1076-CHH
本中山児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ライオン　ED-E1076-CHH
本中山児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ライオン　ED-E1076-CHH
本中山児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ライオン　ED-E1076-CHH
本中山児童ホーム 事務用机（共通物品外） 片袖机/ライオン　ED-E1076-CHH
本中山児童ホーム 座卓 座卓セット/ウチダ　8-344-1277
本中山児童ホーム テーブル 1500丸二つ折りテーブル/ウチダ　8-344-1202
本中山児童ホーム テーブル 1500丸二つ折りテーブル/ウチダ　8-344-1202
本中山児童ホーム テーブル 1500丸二つ折りテーブル/ウチダ　8-344-1202
本中山児童ホーム テーブル 1500丸二つ折りテーブル/ウチダ　8-344-1202
本中山児童ホーム その他の椅子 授乳用チェア
本中山児童ホーム 下駄箱 下駄箱/プラス　06-505
本中山児童ホーム 食器棚 食器棚/東洋　BK-26S
本中山児童ホーム 本棚 絵本収納ラック
本中山児童ホーム 黒板 片面黒板/コクヨ　BB-K634WINN
本中山児童ホーム アンプ ワイヤレアンプ/TOA WA-1712C
本中山児童ホーム マイク ワイヤレアンプ/TOA WM-1220
本中山児童ホーム マイク ワイヤレアンプ/TOA WM-1320
本中山児童ホーム 冷蔵庫 冷蔵庫/東芝　ＧＲ－Ｅ14Ｔ
本中山児童ホーム 運動会関連用品 パラバルーン/Ｔ－24100
本中山児童ホーム 運動会関連用品 玉入れセット/ウチダ　8-344-4401
本中山児童ホーム 運動用マット スポンジマット/エバニュー　ＫＭ-142
本中山児童ホーム 運動用マット 屋内エバーマット/エバニュー　ＧＤ-103
本中山児童ホーム 運動用マット スポンジマット/エバニュー　ＫＭ-142
本中山児童ホーム 運動用マット スポンジマット/エバニュー　ＫＭ-142
本中山児童ホーム 運動用マット 屋内エバーマット/エバニュー　ＧＤ-103
本中山児童ホーム 運動用マット スポンジマット/エバニュー　ＫＭ-142
本中山児童ホーム おむつ交換台 おむつ交換台ハイタイプ
本中山児童ホーム 玩具 ビリボ/Ｚ-30600
本中山児童ホーム 玩具 ままごとキッチン・ネオ流し台・レンジ/ウチダ　2-890-9999
本中山児童ホーム 玩具 カプラ
本中山児童ホーム 玩具 ハイハイトンネル/550192
本中山児童ホーム 玩具 ままごとキッチン/Ｓ-00900
本中山児童ホーム 巧技台 巧技台Ｂセット/ウチダ　2-822-2602
本中山児童ホーム すべり台 マルチプレイジム/ステップ2　Ｎｏ570711
本中山児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/三英　ＳＳ-1　10-624
本中山児童ホーム トランポリン トランポリン/セノー　ＣＡ6011
本中山児童ホーム パネルシアター関連用品 シアターセットＤＸ/ウチダ　8-344-3283
本中山児童ホーム プール ボールプール/ウチダ　8-344-4214
本中山児童ホーム ブロック フリーマジックブロックＤＸセット
本中山児童ホーム ボーリング関連用品 ミニボーリング/ウチダ　8-844-003
本中山児童ホーム ボール キンボール/ＫＩＮ-100Ｐ
本中山児童ホーム ピアノ 電子ピアノ/ヤマハクラビノーバ　ＣＶＰ-401Ｃ
本中山児童ホーム ミュージックベル ミュージックベル/ウチダ　8-257-0805
本中山児童ホーム ベッド 折りたたみベッド/Ｗ86600ワンタッチミニ
本中山児童ホーム カーテン カーテン/防炎遮音
本中山児童ホーム ロールスクリーン ポータブルロールアップ/ＫＰ-100
本中山児童ホーム 玩具 宝島　カプラ　１０００ピース
本中山児童ホーム 運動用マット システムブロックアップダウンセット（カタログ：ひかいのくにT-55600）
本中山児童ホーム その他の娯楽用品類 ひかりのくに　ボールプール用ボール（１０００個セット）　Ｔ－３６７００
本中山児童ホーム 玩具 宝島　白木流し台ネット付ＡＥ－６１
本中山児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 スマイルキッズ　スポーツスタンド　６０－２２３６２－０１１
本中山児童ホーム 保管棚 スマイルキッズ　ベーシック色画用紙整理ケース20段　60-71500-017
本中山児童ホーム その他の体育用品類 リバーランドセット　ME-24
本中山児童ホーム 棚 つながるパインオープン棚　3段　W75030-000



追加資料１＿備品リスト

備品所在場所 品名名称 規格名称
坪井児童ホーム 原動機付自転車 原付バイク/スズキ
坪井児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　システムブロック・アップダウンセット
坪井児童ホーム 身長計 身長計　あひる
坪井児童ホーム 棚 学研　のびのびベーシックお道具棚　60-71500-013
坪井児童ホーム 案内板 ヒシエス　行事案内板　IB-315SSWG　107-0204
坪井児童ホーム 座卓 ヒシエス　幼児用円座卓（２卓組）　12234
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　スロープ　195180
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　スロープ　195180
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　ステップ　195181
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　ステップ　195181
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　ウエーブ　195184
坪井児童ホーム ブロック チャイルド　ハイハイクライマー　コーナー　195185
坪井児童ホーム その他の保育用品類 チャイルド　移動式乳幼児ジムＳＦ　104645
坪井児童ホーム 巧技台 ウチダ　巧技台Ｂセット　2-822-2602
坪井児童ホーム その他の体育用品類 ヒシエス　ベースボールトレーナー　B-2203
坪井児童ホーム テーブル ヒシエス　フィッティングテーブル　４人用lowタイプ　176-2188
坪井児童ホーム テーブル ヒシエス　フィッティングテーブル　４人用lowタイプ　176-2188
坪井児童ホーム テーブル ヒシエス　フィッティングテーブル　４人用lowタイプ　176-2188
坪井児童ホーム テーブル ヒシエス　フィッティングテーブル　４人用lowタイプ　176-2188
坪井児童ホーム ミュージックベル ヒシエス　ゼンオンミュージックベル　ゴールド27音セット　128-0895　＆　ミュージックベル　ソフトケース（ハンド式タイプ用）　128-0896
坪井児童ホーム その他の保育用品類 ヒシエス　ジャイアント玉ころがし　176-4515
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム 運動用マット サクラ　ニュージョイントカラーフロアーマット（４色組）51-204180
坪井児童ホーム パネルシアター関連用品 学研　パネルステージセット　60-72045-010
坪井児童ホーム トランポリン 学研　折りたたみトランポリン　60-76530-126
坪井児童ホーム 運動用マット カラーマット/エバニュー　EGD310　赤、黄、緑、青各１
坪井児童ホーム 運動用マット カラーマット/エバニュー　EGD310　赤、黄、緑、青各１
坪井児童ホーム 運動用マット カラーマット/エバニュー　EGD310　赤、黄、緑、青各１
坪井児童ホーム 運動用マット カラーマット/エバニュー　EGD310　赤、黄、緑、青各１
坪井児童ホーム 運動会関連用品 マットトラック/すのこ３　エバニュー　EKH214
坪井児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/NV2-DX-W（ブルー）　三英　13-458
坪井児童ホーム 卓球関連用品 卓球台/NV2-DX-W（ブルー）　三英　13-458
坪井児童ホーム その他の収納品・室内雑器具類 一輪車ハンガー/SANWA　TAIKU　S-1732
坪井児童ホーム 冷蔵庫 三菱　冷蔵庫　ＭＲ－Ｐ１５Ｃ
坪井児童ホーム 洗濯機 パナソニック　全自動洗濯機　ＮＡ－Ｆ６０Ｂ１１
坪井児童ホーム アンプ ＴＯＡ　ワイヤレスアンプ　ＷＡ－２７００ＣＤ
坪井児童ホーム マイク ＴＯＡ　ワイヤレスマイク　ＷＡ－１２２０
坪井児童ホーム マイク ＴＯＡ　ワイヤレスピンマイク　ＷＭ－１３２０
坪井児童ホーム 運動会関連用品 ひかりのくに　パラバルーン　コンビ６ｍ
坪井児童ホーム ロッカー コクヨ　ＬＫ－６Ｆ１　（耐震取付含）
坪井児童ホーム 保管庫 保管庫（オープン）　コクヨ　Ｓ－Ｋ３７０Ｆ１Ｎ　880×400×1850ｍｍ　（耐震取付含）
坪井児童ホーム 保管庫 保管庫（引違戸）　コクヨ　S-U325GF＋S-345F1N＋S-314BF4　880×400×1850ｍｍ　（耐震取付含）
坪井児童ホーム その他の保育用品類 ひかりのくに　エンジェルチェア　ＮＳ－Ｒ１
坪井児童ホーム 玩具 ひかりのくに　ロディドミノ　ボリュームセット
坪井児童ホーム 身長計 乳児用身長計　ピンク　Ｗ－７０３７０
坪井児童ホーム ピアノ ヤマハ　クラビノーバ　ＣＳＰ－１５０Ｂ　配送設置料含む
坪井児童ホーム レターケース ナカバヤシ　フロアケース　Ａ４－２７Ｐ
坪井児童ホーム レターケース ナカバヤシ　フロアケース　Ａ４－２７Ｐ
坪井児童ホーム レターケース ナカバヤシ　フロアケース　Ａ４－Ｍ２７Ｐ
坪井児童ホーム プロジェクター エプソン　ビジネスプロジェクター　ＥＢ－Ｘ４１
坪井児童ホーム スクリーン サンワサプライ　プロジェクタースクリーン８０型　ＰＲＳ－Ｙ８０Ｋ
坪井児童ホーム 玩具 マイファーストドールハウス（家具付）セット
坪井児童ホーム 冷蔵庫 宝島　乳児用冷蔵庫　AE-69
坪井児童ホーム 玩具 宝島　リグノ　207
坪井児童ホーム 玩具 カプラ　1000ピース
坪井児童ホーム 玩具 LaQ　ベーシック　5000
坪井児童ホーム ワゴン ＣＶ造形ワゴン　サクラ　３１－１１５７７８
坪井児童ホーム その他の保育用品類 レインボートンネルアーチ型　グリーン　サクラ　６７－１０００５０
坪井児童ホーム その他の体育用品類 竹馬収納ラック　Ｍ－２４　三和体育　Ｓ－１７３５
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９
坪井児童ホーム 座卓 木王丸座卓　ウチダ　８－３４４－１３９９


