
物品購入仕様書 

 

１ 件   名  理科教育用備品の購入 

 

２ 数   量 

 

３ 規格・型番  別紙のとおり 

 

４ 納 品 場 所   

 

５ 納 入 期 限  令和３年（２０２１年）３月３１日（水） 

 

６ 支 払 方 法  業務完了払 

 

７ そ の 他            

 (1) 納入については、事前に学校と打ち合わせをし、学校の指示に従い納入すること。 

  また、児童・生徒の安全に十分留意すること。 

 (2) 納品場所までの搬入及び設置、また梱包材の廃棄等の一切の費用は本仕様に含む 

  ものとする。 

 (3) 同等品以上で積算する場合は、あらかじめ担当者へ別紙同等品規格確認票により 

  了解を得ること。 

  なお、同等品以上とは、例示した品と同等以上の各性能を有するものを言う。 

 (4) 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 (5) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 (6) 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号） 

  第６条及び草加市が締結する契約から暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５ 

  号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に 

   よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合、市長に報告す 

   るとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 

８ 問い合わせ先  草加市教育委員会総務企画課 財務係 片山 

          電話 ０４８－９２２－２６１９（直通） 



（別紙） 品目 構成品名 購入数量 メーカー名 型番 品番
電気測定用具 直流電流計 3 ウチダ TM-50 8－106－0022
重さの測定用具 デジタルはかり 2 ケニス HL-200i 1-105-0420
音の学習用具 音の可視化実験器 1 ウチダ トライアングル10個付き 8-114-0050
土地の学習用具 流水実験器 4 ウチダ FS-550 8-144-0051
空気の学習用具 デジタルCO2・O2チェッカー 1 ケニス CD-2G 1-164-0605
顕微鏡 生物顕微鏡 1 ナリカ アトマⅡ400MLED撮影クリップ付 D21-4138-59
空気の学習用具 簡易デジタル酸素センサー 1 ケニス TDO 1-164-0870

谷塚小学校 草加市谷塚仲町440 顕微鏡 解剖顕微鏡 2 ナリカ DN-A D21-6131
熱の学習用具 空気の流れ実験器 1 ケニス KL-M(スモークマシン付) 1-114-0137
天体の学習用具 月・太陽の通り道説明器 1 ナリカ H45-2455
光の学習用具 光のまと当て実験セット 1 ケニス DS2 1-116-0219
人体の模型 筋肉の動き模型 1 ヤガミ KN-4 6021200
標本 プラスチック封入昆虫標本 1 ヤガミ 7種＋クモ標本 6245900

瀬崎小学校 草加市瀬崎2-32-1 風とゴムの学習用具 送風機 5 ケニス KJ-2K-S10 1-110-0514
土地の学習用具 流水実験器 1 ウチダ FS-550 8-144-0051
土地の学習用具 水のしみ込み方実験器 1 ウチダ FS-120 8-154-0072
電流の働き 簡易検流計 2 ウチダ DP-KK 8-117-0510
電気の利用 デジタル蓄電実験器 1 ウチダ DC-D(基本セット） 8-117-0428

新里小学校 草加市新里町759 実験支援器具 鉄製スタンド 3 ウチダ KS-70 2-112-0121
花栗南小学校 草加市花栗4-3-1 電気測定用具 簡易検流計 1 ナリカ CA-51N　8S A05-7016-88

電気の学習用具 簡易検流計 4 ウチダ DP-5WK 8-117-0508
安全指導 小学校理科実験安全指導図集 1 ヤガミ パネル５枚組 6426100

新栄小学校 草加市新栄4-959 顕微鏡 LCDデジタル顕微鏡 1 ケニス CE-44341 1-167-0183
空気の学習用具 教材用デジタル気体測定器 1 ケニス GOCD-1 1-164-0600
音の学習用具 おんさ 1 ケニス FA 1-117-0020
人体の模型 小型人体骨格模型 1 ナリカ MS-1N M60-4080

稲荷小学校 草加市稲荷5-11-1 土地の学習用具 大型地層のでき方実験器 3 ケニス TDL（専用砂付） 1-141-0680
氷川小学校 草加市氷川町448 空気の学習用具 デジタルCO2・O2チェッカー 2 ケニス CD-2G 1-164-0605

八幡北小学校 草加市八幡町1148 顕微鏡 デジタル顕微鏡カメラ 1 ウチダ SCD-50HD 8-173-3039
電気の学習用具 電気の利用実験器 1 ケニス PDH-A(フルセット) 1-120-0485
物と重さの学習用具 ものの重さ比較ブロックAR型 2 ナリカ AR型 C15-5108-02
重さの測定用具 電子てんびん 3 ヤガミ HL-2000i-JAC 4547400
電気の学習用具 Scratch用マグネットシート(教授用) 1 ウチダ 8-117-3158

小山小学校 草加市小山2-8-1 保管庫 ドライワゴン 2 ヤガミ TW 4294400
両新田小学校 草加市両新田西町55 空気の学習用具 デジタル気体採取器 1 ケニス GOCD-F H64-0601

空気の学習用具 デジタルCO2・O2チェッカー 1 ケニス CD-2G 1-164-605
土地の学習用具 流水実験器（ボトルタイプ） 1 ウチダ FS-550 ボトルタイプ 8-144-0051

草加小学校

高砂小学校

草加市住吉1-11-64

草加市中央1-2-5

新田小学校

栄小学校

川柳小学校

西町小学校 草加市西町270

草加市青柳7-27-10

草加市松原1-3-2

草加市旭町6-12-11

八幡小学校 草加市八幡町65

清門小学校

長栄小学校

青柳小学校

松原小学校

草加市清門3-37-1

草加市青柳3-17-1

草加市長栄1-762

草加市松原4-2-1



（別紙） 品目 構成品名 購入数量 メーカー名 型番 品番
草加中学校 草加市氷川町2179-4 電流と磁界の実験道具 直流電源装置(定電圧) 3 ウチダ TC-25SW 8-118-0026
栄中学校 草加市松原3-7-1 顕微鏡 生物顕微鏡 1 ナリカ NES-400 D21-4216
谷塚中学校 草加市谷塚上町62 重さ測定用具 電子天びん 2 ヤガミ EJ-1500B 6223900
川柳中学校 草加市青柳7-35-1 顕微鏡 生物顕微鏡 1 ウチダ SL-600LED 8-170-0351

電流と磁界の実験用具 直流交流電源装置 1 ナリカ PSW-6XF B10-2273
電流と磁界の実験用具 棒磁石 1 ナリカ AK-150 3S B10-3010-98

瀬崎中学校 草加市瀬崎5-3-1 電流と磁界の実験用具 直流交流電源装置 2 ケニス NF-2L 1-123-0415
花栗中学校 草加市花栗4-15-12 電気測定用具 ダニエル電池 2 ウチダ 電池チェッカーセット 8-123-0081

両新田中学校 草加市両新田西町368-1実験支援器具 直流安定化電源装置 2 ナリカ PSW-005 B10-2300
新田中学校 草加市長栄1-767 電流と磁界の実験用具 十字クルックス管 1 ケニス HJ-MY 1-121-0181

電流と磁界の実験用具 電源装置 1 ヤガミ DS-20VS 6188700
重さ測定用具 電子てんびん 1 ナリカ NV422JP A05-3768-02

松江中学校 草加市松江3-14-33 物質とその変化の
実験用具 ダニエル・ボルタ電池
実験器 2 ケニス DSM-6S 1-123-0066

新栄中学校

青柳中学校

草加市新栄1-33

草加市青柳8-58-10


