
          一般競争入札公告 

 

社会福祉法人黎明会では下記の内容の入札に参加する業者を公募いたします。 

 

 

１．件 名  社会福祉法人黎明会  熱海ゆとりあの郷  

       居室３室の改修工事・内装工事にかかる入札 

２．場  所   静岡県熱海市西熱海町１－２４－１ 

社会福祉法人黎明会 熱海ゆとりあの郷 

３．委託内容  詳細は別紙（仕様書）のとおり 

４．募集期間   令和３年９月９日（木）から令和３年９月１７日（金）１７時まで 

   募集期間中に入札参加申込書を下記担当者まで提出してください。 

   （郵送・メール・ＦＡＸ可） 

５．現場説明   令和３年９月２１日（火） 熱海ゆとりあの郷 １３時３０分～ 

          ※入札に参加する者は必ず出席のこと 

６．入札日時    令和３年１０月８日（金） １３時３０分 

        場所 東京都小平市小川町１‐４８５  

社会福祉法人黎明会 法人本部４階 黎明ホール 

入札書は封筒に入れ、封をしてください。 

封筒には入札参加者の方の名刺をクリップ留めしてください。 

入札価格は消費税抜きで記載してください。 

７．その他  納入場所の見学は随時受付けます。 

事前に連絡のうえ来所してください。 

    仕様書の内容に関する質問はＦＡＸまたはメールでお願いいたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

８．入札参加資格 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと 

（２）東京都、神奈川県又は静岡県に契約締結権限がある本店、支店又は営業所があること 

（３）経営不振の状態（会社更生法第 17 条第 1 項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、民事

再生法第 21 条第 1 項に基づき再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りと

なったとき等）にないこと 

    担 当 者 

 社会福祉法人黎明会 法人本部 松本 

 TEL 042-346-6611（平日 9：00-17：00） 

 FAX 042-345-5975 

 メール matsumoto@reimeikai.or.jp  

mailto:matsumoto@reimeikai.or.jp


（４）次のアからカのいずれにも該当しない者であること 

   ア：役員又は契約を締結する事務所の代表者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（暴対 

  法）」第 2 条第 6 号に規定する者であると認められる者 

   イ：暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者と認められる者 

   ウ：役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的 

     をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

   エ：役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与、又は不当に優先的な取り扱いを 

     する等直接的又は積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、又は関与していると認められ 

     る者 

   オ：役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められる者 

カ：次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者 

  （ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 

     数量に関して不正の行為をした者 

 （イ）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を 

     害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 （ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

 （エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

 （オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

 （カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

 （キ）前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人 

    として使用した者 

 

９．入札に関する説明事項 

（１）入札の方法 

ア：入札書は封筒に入れ、封をし、封書には入札参加者の方の名刺をクリップで留めること。 

イ：入札価格は、「消費税抜き」で記載すること。 

（２）入札の無効 

    本公告の示した入札参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入札及び 

   入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（３）予定価格 

    入札に際しては、予定価格を設定する。また、今回の工事は最低制限価格を設定する。 

（４）落札者の決定方法 

ア：予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

イ：第1回目の入札が不調となった場合、ただちに再度入札に移行する。 

ウ：入札執行回数は、3回を限度とする。なお、再度入札の結果、落札者となるべき入札者がない 



場合は、第2号に規定する無効の入札を除いた最低価格の入札をした者から順次予定価格の範囲 

内で随意契約の交渉を行うものとする。 

エ：落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじ 

を引かせて落札者を定める。 

（５）開札 

    入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

（６）公正な入札の確保 

ア：入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)

等に抵触する行為を行ってはならない。 

イ：入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は 

入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

ウ：入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示して 

はならない。 

 

 



■共通事項 ★ ：は記載の型番と同等品（メーカー不問）とする

３か所
　　和室天井ＣＨ2370→洋室天井ＣＨ2470（二重天井） 軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと

・建具
　　アルミサッシ窓 網戸の撤去新設（細かい網/ナイロン/黒)、　　窓の戸車交換（材料支給）
　　室内ドア リビングドア新設　トイレ扉ハンドル交換（鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの）
　 トイレドア、ＵＢドア、洗面所三方枠・扉の補修・磨き・塗装

既存玄関網戸、トイレドア不具合の場合、新設とする

リビングLED（８畳用）　引掛けシーリング オーデリック　ＯＸ９０８９ＬＤＲＳ ★
リビングLED（12畳用）　引掛けシーリング オーデリック　ＯＸ９０８８ＬＤＲＳ ★
入り口ダウンライト オーデリック　ＯＤ２６１７３０ ★
洗濯機置き場照明器具 オーデリック　ＯＬ２５１３４４ ★
トイレ内照明器具・電球 オーデリック　ＯＬ２１８０３６Ｌ
キッチン照明 オーデリック　ＯＢ０５５１７３

交換（材料支給）

リビング１箇所
・空調設備 エアコン外機設置した後にベランダ仕切りが開くようにする。

★

丸型吸気口１００φ内・外

■各室仕様
室名 部位 撤去 新設 （型番等） クリーニング・調整事項

床 カーペット カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井
和室部分のみ下地とも撤去
（ＣＨ2370）、廊下部分二重天
井は残す

和室部分に二重天井設置（ＣＨ2470、壁廻
り補修を見込むこと）、ビニルクロス貼り

サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

押入れ、建具、枠等造作一式 クローゼット新設（１．５間）
　W2519/Ｈ2364　（付長押設置）

３枚折戸、奥行き内寸750　　（棚・ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ不要）
NODA　ビノイエ　D-11型（W2519×H2364）
※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統
一

・付長押正面単板張り

リビングドア下床への字見切り設置 ＣＦ⇔カーペット見切り ・床レベル調整に合わせドア下部カット
洋室内間仕切壁木製三方枠設置（W200） ※1 クローゼット折戸・カーテンボックスと色を統一
ｺﾝｾﾝﾄ追加設置 リビングドア脇

廊下・和室照明器具 位置移動し1か所新設 リビングＬＥＤ１２畳用（上記） ・スイッチは既存位置（リビングドア脇）

床 カーペット カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井
ビニルクロスのみ撤去（二重
天井）

ビニルクロス（二重天井） サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

カーテンレール カーテンレールダブル
カーテンボックス NODA　ビノイエ　ＭＣ－１０　　※1 ・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm

窓枠 撤去新設 NODA　ビノイエ　造作材　ＭＷＳ－１４５，１５０　※1 　出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ
網戸 撤去新設 （細かい網/ナイロン/黒) 　穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な
窓の戸車 交換 材料支給 　部分はカットすること

ｺﾝｾﾝﾄ（2）、ＴＶｼﾞｬｯｸ追加設置 ベランダ側壁面（ｺﾝｾﾝﾄのうち1つはＡＣ用ｱｰｽ付）
エアコン取り付け下地、スリーブ設置 コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと

床 カーペット・ＣＦシート ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
キッチンセット（吊戸、水切り 流し台（商品指定） クリナップ　ＫＣＴ－１２０ＭＦ（色：アイボリー）（1200ｻｲｽﾞ　シンク600） ・水切りなしシール納まり

混合栓、水切り栓 シングルレバー混合栓　　Ｋ８７１１０ＪＶ－１３
吊り戸棚（商品指定） クリナップ　ＷＫＣＴ－１２０
IHクッキングコンロ 置き型100V　1400ｋｗ以上　ＩＨＫ－Ｔ３３－Ｂ
水切り棚 クリナップ　ＭＴＡ１－６０（1段タイプ） ★
蛍光灯新設 20ｗ蛍光灯設置（上記）
冷蔵庫用コンセント設置 ｱｰｽ付、リビングドア側壁面

在室表示スイッチ 壁埋め込みスイッチ 露出配線を壁埋め込みにする
玄関内扉（網戸） 網戸張替 ・既存扉の補修及びクリーニング

キツチン廻りパネルを張る
床 カーペット ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★

巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
洗面台水栓・ゴム栓 交換 水栓：ＫＭ７００４Ｔ ★
洗濯機排水カバー 交換 ワントラップのキャップカバー　椀（ＩＧＳ）　５０Ａ
洗濯水栓 交換 ＴＷ１１Ｒ ★

・洗面台クリーニング＆コーティング処理
・洗濯機台クリーニング＆コーティング処理
・タオル収納家具：クリーニング

床 カーペット ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５７７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
便座 温水暖房便座 TOTOウォシュレット　ＴＣＦ６５２１　＃ＳＣ１ ★
便器 交換 ＴＯＴＯ　ＣＳ２３０ＢＭ　ＳＨ２３１ＢＡ　＃ＳＣ１ ★
ペーパーホルダー 交換 ＴＯＴＯ　ＹＨ５１Ｒ
トイレ扉ハンドル 交換 鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの

床・浴槽 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
巾木 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
壁 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理

天井 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
風呂水栓（サーモ） 交換 ＴＯＴＯ　ＴＭＧＧ４６ＥＷ ★
浴室鏡＆棚、ﾀｵﾙ掛 交換 鏡：YM４５６０Ｆ　タオル掛け：YHT２０Ｒ ★

棚：PTT0010＃G３６収納棚　３個設置
排水カバー 交換 ワントラップのキャップカバー　既存磨き清掃
ゴム栓 交換 ４９１－００１

床 ― 塗り替え 床面洗い・プライマートップ
手摺 クリーニング
物干しセット 設置 物干しｾｯﾄM－BADX－55 ★
外壁 手摺壁塗り替え、建物側クリーニング（一部補修） 既存と同色

ベランダ
その他

洗面所

ＷＣ

その他

風呂

その他

和室・廊下
（洋室11.5

畳）

その他

洋室7.5畳

その他

玄関・
キッチン

その他

ｴｱｺﾝはｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽに干渉しない程度上部へ取付ける。　ｴｱｺﾝ配管はｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰし、既存ＡＣｽﾘｰﾌﾞを用いて室外機と接続する
室外機設置は現状位置とする（外部配管もｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰ）　ベランダ仕切り開閉出来るようにする。

・仕上げクリーニング 風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと
トイレ・キツチン・洗濯機置場の換気扇カバー交換

　　吸気口交換

　　エアコン取り付け

　　照明等スイッチ交換（プレート含む） 全て大きいタイプ（照明：６ケ所、換気扇（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾀｲﾌﾟ)：３ヶ所）、　外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用（現状ｽｲｯﾁﾒｸﾗPL→復旧）
　　照明器具交換

　　照明器具新設
　　火災報知器交換 クローゼット内、洋室、洗面　（消防申請手続き含む）
　　インターホン・ドアホン設備
　　照明ｺﾝｾﾝﾄ配線方法 天井及びRC壁（ベランダ側外壁を除く）は斫り不可

床モルタルを斫り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる（ベランダ側外壁）
天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする

　　埋込スピーカー交換

東芝　ＲＡＳ－５６２４Ｄ　（配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む）

・電気設備
　　ｺﾝｾﾝﾄ、TV・TELｼﾞｬｯｸ交換（プレート含む） ｺﾝｾﾝﾄ12か所(3、うち2はｱｰｽ付)　TVｼﾞｬｯｸ2か所(1)　TELｼﾞｬｯｸ1か所　（ ）内新設
　　緊急通報ﾎﾞﾀﾝ・ﾅｰｽｺｰﾙｼﾞｬｯｸの交換 トイレ・浴室・居室（ボタン・ナースコール）　緊急通報ボタンが凸タイプ不可（フラットタイプ）

・撤去 私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする

令和３年度熱海ゆとりあの郷販売用居室改修工事　居室タイプ別仕様書　　Ａ棟 ４１６号室

・建築

　　床グランドレベル調整
ﾚﾍﾞﾗｰ（ｔ30程度）　玄関～リビングドア間をスロープとし、洋室部分はフラットに全体を不陸調整
（押入れ、板畳下は事前にモルタル30ｍｍ充填）

　　天井・壁不陸調整 天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、ＲＣ部分下地不陸調整
　　ベランダ側壁面フカシ 既存ボード撤去の上、発泡ウレタンｔ15+ＧＢ12.5ＧＬ+ビニルクロス（合計40ｍｍフカシ）
　　ナップロック金物

　

室内配管

ＡＣ下地

既存スリーブ利用

窓

ＡＣスリーブ位置図

ＡＣ用ｺﾝｾﾝﾄ

居室タイプ：A



★ ：は記載の型番と同等品（メーカー不問）とする

４か所
　　和室天井ＣＨ2370→洋室天井ＣＨ2470（二重天井） 軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと

・建具
　　アルミサッシ窓 網戸の撤去新設（細かい網/ナイロン/黒)、　　窓の戸車交換（材料支給）
　　室内ドア リビングドアアンダーカット調整（床レベル調整による）、　トイレ扉ハンドル交換（鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの）
　 リビングドア、トイレドア、ＵＢドア、物入れドア、洗面所三方枠の補修・磨き・塗装

既存玄関網戸、トイレ扉、洋室硝子扉が不具合の場合、別途工事とする

リビングLED（８畳用）　引掛けシーリング オーデリック　OX９０８９LDRS＊４台 ★
リビングLED（６畳用）　引掛けシーリング ★
入り口ダウンライト オーデリック　OD２６１７３０ ★
洗濯機置き場照明器具 オーデリック　OL２５１３４４ ★
トイレ内照明器具・電球 オーデリック　ＯＬ２１８０３６Ｌ＋東芝ＬＤＧＢＬ－D/G70
納戸照明 オーデリック　OL２５１３４ ★
キッチン照明 オーデリック　OB０５５１７３

交換（材料支給）

・空調設備
★

丸型吸気口１００φ

■各室仕様
室名 部位 撤去 新設 （型番等） クリーニング・調整事項

床 畳 カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 畳寄せ ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０

壁 枠廻り・ビニルクロス
開口廻り壁補修、ビニルクロス（クロス巻
込仕上）

サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井
下地とも撤去（二重天井）
ＣＨ2370

和室部分に二重天井設置（ＣＨ2470、壁廻
り補修を見込むこと）、ビニルクロス貼り

サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

押入れ、建具、枠等造作一式 クローゼット新設（２間）
　W3440/Ｈ2364（付長押設置）

４枚折戸、奥行き内寸750　　（棚・ﾊﾟｲﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ不要）
NODA　ビノイエ　Ｄ－１１型
※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統一

・付長押正面単板張り

引戸（片開き）　ふすま 板戸（吊り戸）　間仕切りやり替え含む NODA　ビノイエ  ※1 ★
引戸（両開き）　ふすま

板戸（吊り戸）　間仕切りやり替え含む
NODA　ビノイエ　ガラス２Ｇ
　幅1,632mm

★ ・特注サイズ：Ｈ1910

照明スイッチ新設 片引き戸脇
和室照明器具 位置移動し1か所新設 リビングＬＥＤ８畳用（上記）

床 カーペット カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井
ビニルクロスのみ撤去（直天
井）

ビニルクロス（クロス巻込仕上）（入口側、
ベランダ側共直天）

サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

カーテンレール カーテンレールダブル
カーテンボックス NODA　ビノイエ　ＭＣ－１０　　※1 ・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm

窓枠 撤去新設 NODA　ビノイエ　造作材　ＭＷＳ－１４５，１５０　※1 　出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ
網戸 撤去新設 （細かい網/ナイロン/黒) 　穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な
窓の戸車 交換 材料支給 　部分はカットすること

ｺﾝｾﾝﾄ（3）、ＴＶｼﾞｬｯｸ追加設置 ベランダ側壁面（ｺﾝｾﾝﾄのうち1つはＡＣ用ｱｰｽ付）、和室側壁
エアコン取り付け下地、スリーブ設置 コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと
リビングドア下床への字見切り設置 ＣＦ⇔カーペット見切り ・床レベル調整に合わせドア下部カット

床 カーペット・ＣＦシート ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
キッチンセット（吊戸、水切り 流し台（商品指定） クリナップ　ＫＣＴ－１２０ＭＦ（色：アイボリー）（1200ｻｲｽﾞ　シンク600） ・水切りなしシール納まり

混合栓、水切り栓 シングルレバー混合栓　　Ｋ８７１１０ＪＶ－１３
吊り戸棚（商品指定） クリナップ　ＷＫＣＴ－１２０
IHクッキングコンロ 置き型100V　1400ｋｗ以上　ＩＨＫ－Ｔ３３－Ｂ
水切り棚 クリナップ　ＭＴＡ１－６０（1段タイプ） ★
蛍光灯新設 20ｗ蛍光灯設置（上記）
冷蔵庫用コンセント設置 ｱｰｽ付、洗面所側壁面

在室表示スイッチ 壁埋め込みスイッチ 露出配線を壁埋め込みにする
玄関内扉（網戸） 網戸張替 ・既存扉の補修及びクリーニング

床 ＣＦシート ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
洗面台 洗面化粧台（Ｗ750）3面鏡、シャワー水栓 洗面台：ＴＯＴＯ　LDPA075BAGEN２A

同上３面鏡：ＴＯＴＯ　ＬＭＰＡ０７５Ａ３ＧＦＣ２Ｇ
★
★

洗濯機排水カバー 交換 ワントラップのキャップカバー　椀（ＩＧＳ）　５０Ａ
洗濯水栓 交換 ＴＷ１１Ｒ ★

・洗濯機台クリーニング＆コーティング処理

床 カーペット ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５７７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
温水暖房便座 温水暖房便座 TOTOウォシュレット　ＴＣＦ６５２１　＃ＳＣ１ ★
便器 交換 ＴＯＴＯ　ＣＳ２３０ＢＭ　ＳＨ２３１ＢＡ　＃ＳＣ１ ★
ペーパーホルダー 交換 ＴＯＴＯ　ＹＨ５１Ｒ
トイレ扉ハンドル 交換 鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの

床・浴槽 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
巾木 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
壁 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理 （壁面はタイルでない）

天井 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
風呂水栓（サーモ） 交換 ＫＶＫ　ＫＭ７００４Ｔ（デッキタイプ） ★
浴室鏡＆棚、ﾀｵﾙ掛 交換 鏡：YM４５６０Ｆ　タオル掛けYHT２０Ｒ ★

棚：PTT0010＃G３６収納棚　３個設置
排水カバー ワントラップのキャップカバー　既存磨き清掃
ゴム栓 交換 ４９１－００１

・撤去 私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする

令和３年度熱海ゆとりあの郷販売用居室改修工事　居室タイプ別仕様書　　Ａ棟 ３０１号室

・建築

　
ﾚﾍﾞﾗｰ（ｔ30程度）　玄関～リビングドア間をスロープとし、洋室部分はフラットに全体を不陸調整
（押入れ、板畳下は事前にモルタル30ｍｍ充填）

　　天井・壁不陸調整 天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、ＲＣ部分下地不陸調整
　　ベランダ側壁面フカシ 既存ボード撤去の上、発泡ウレタンｔ15+ＧＢ12.5ＧＬ+ビニルクロス（合計40ｍｍフカシ）
　　ナップロック金物

・電気設備
　　ｺﾝｾﾝﾄ、TV・TELｼﾞｬｯｸ交換（プレート含む） ｺﾝｾﾝﾄ12か所(1）、（ｱｰｽ付移設1)　TVｼﾞｬｯｸ2か所(1)　TELｼﾞｬｯｸ1か所　（ ）内新設
　　緊急通報ﾎﾞﾀﾝ・ﾅｰｽｺｰﾙｼﾞｬｯｸの交換 トイレ・浴室・居室（ボタン・ナースコール）　緊急通報ボタンが凸タイプ不可（フラットタイプ）

　　埋込スピーカー交換 リビング１箇所

　　照明等スイッチ交換（プレート含む） 全て大きいタイプ（照明：８ケ所、換気扇（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾀｲﾌﾟ)：３ヶ所）、　外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用（現状ｽｲｯﾁﾒｸﾗPL→復旧）
　　照明器具交換

　　照明器具新設
　　火災報知器交換 リビング、トイレ、物入、玄関・廊下　８箇所　（消防申請手続き含む）
　　インターホン・ドアホン設備
　　照明ｺﾝｾﾝﾄ配線方法 天井及びRC壁（ベランダ側外壁を除く）は斫り不可

床モルタルを斫り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる（ベランダ側外壁）
天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする

ＷＣ

その他

和室6畳押入
付

（洋室6.0畳）

その他

洋室19畳

東芝　RAS－８０６SDRH　（配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む）　×1台

玄関・
キッチン

その他

洗面所

その他

　　エアコン取り付け
ｴｱｺﾝはｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽに干渉しない程度上部へ取付ける。　ｴｱｺﾝ配管はｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰし、既存ＡＣｽﾘｰﾌﾞを用いて室外機と接続する。
室外機設置は現状位置とする（外部配管もｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰ）。使用しない既存ＡＣｽﾘｰﾌﾞはﾛｯｸｳｰﾙ充填の上、めくらプレート取付とする。

　　吸気口交換
・仕上げクリーニング 風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと

風呂

その他

ＡＣ用ｺﾝｾﾝﾄ
ＡＣ下地

既存ＡＣスリー

窓

ＡＣスリーブ位置図

室内配管

既存ＡＣスリーブふさぎ

居室タイプ：Ｌ１



■各室仕様
室名 部位 撤去 新設 （型番等） クリーニング・調整事項

床 ＣＦシート ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内）

天井 ビニルクロス ビニルクロス（クロス巻込仕上） サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内）
その他

床 ― 塗り替え 床面洗い・プライマートップ
手摺 クリーニング
物干しセット 設置 物干しｾｯﾄM－BADX－55 ★
外壁 手摺壁塗り替え、建物側クリーニング（一部補修） 既存と同色

物入

ベランダ
その他



■共通事項 ★ ：は記載の型番と同等品（メーカー不問）とする

　　6畳室の8.5畳室側壁フカシ 電気ボックス分（薄型→ＬＧＳ40ｍｍフカシ）
３か所

　　和室天井ＣＨ2370→洋室天井ＣＨ2470（二重天井） 軽量鉄骨壁下地を使用し、スタッド工法で施工で施工。天井が上がった部分の壁補修を見込むこと

・建具
　　アルミサッシ窓 網戸の撤去新設（細かい網/ナイロン/黒)、　　窓の戸車交換（材料支給）
　　室内ドア トイレ扉ハンドル交換（鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの）
　 トイレドア、ＵＢドア、洗面所三方枠の補修・磨き・塗装

既存玄関網戸、トイレ扉不具合の場合は新設とする

リビングLED（８畳用）　引掛けシーリング オーデリック　ＯＸ９０８９ＬＤＲＳ ★
入り口ダウンライト オーデリック　ＯＤ２６１７３０ ★
洗濯機置き場照明器具 オーデリック　ＯＬ２５１３４４ ★
トイレ内照明器具・電球 オーデリック　ＯＬ２１８０３６Ｌ＋東芝ＬＤＧＢＬ－D/G70
キッチン照明 LED照明器具

交換（材料支給）

リビング１箇所
・空調設備

★

丸型吸気口１００φ内・外

■各室仕様
室名 部位 撤去 新設 （型番等） クリーニング・調整事項

床 フローリングはがし カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス 一部壁フカシ（ＬＧＳ）、ビニルクロス サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井
和室部分に二重天井設置（ＣＨ2470、壁廻
り補修を見込むこと）、ビニルクロス貼り

サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

付長押正面単板張り NODA　ビノイエ

洋室内間仕切壁木製三方枠設置（Ｗ240）
（既存W175枠にW240枠を重ねて設置）

※1 クローゼット折戸・カーテンボックスと色を統一

カーテンレールダブル
カーテンボックス NODA　ビノイエ　ＭＣ－１０　　※1 ★ ・カーテンボックスの幅は窓枠より左右100mm

窓枠 撤去新設 NODA　ビノイエ　造作材　ＭＷＳ－１４５，１５０　※1 ★ 　出る長さとし、かつACダクトカバー、スリーブ

網戸 撤去新設 （細かい網/ナイロン/黒) 　穴がある場合は干渉しない長さとし、不要な
窓の戸車 交換 材料支給 　部分はカットすること

ｺﾝｾﾝﾄ（2）、ＴＶｼﾞｬｯｸ追加設置 ベランダ側壁面（ｺﾝｾﾝﾄのうち1つはＡＣ用ｱｰｽ付） ・界壁側既存電源ボックスをコンセントに
エアコン取り付け下地、スリーブ設置 コンパネ700×300、スリーブは上記参照のこと 　変更

照明器具 位置移動し1か所新設 リビングＬＥＤ８畳用（上記）

床 フローリングはがし カーペット/ｸﾞﾘｯﾊﾟｰﾌｪﾙﾄ シンコール　ＯＡ－７７２２　（定価4,000円/㎡範囲内） ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３１　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニールクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

　
※1 クローゼット折戸・カーテンボックスは色と素材を統

ｺﾝｾﾝﾄ、ＴＶｼﾞｬｯｸ、ﾅｰｽｺｰﾙ移動 8.5畳室側壁面（ＬＧＳ壁フカシ面）左→右
廊下からの入口に床への字見切り設置 ＣＦ⇔カーペット見切り

床 フローリングはがし ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
キッチンセット（吊戸、水切り 流し台（商品指定） クリナップ　ＫＣＴ－１２０ＭＦ（色：アイボリー）（1200ｻｲｽﾞ　シンク600） ・水切りなしシール納まり

混合栓、水切り栓 シングルレバー混合栓　　Ｋ８７１１０ＪＶ
吊り戸棚（商品指定） クリナップ　ＷＫＣＴ－１２０
IHクッキングコンロ 置き型100V　1400ｋｗ以上　ＩＨＫ－Ｔ３３－Ｂ
水切り棚 クリナップ　ＭＴＡ１－６０（1段タイプ） ★
蛍光灯新設 20ｗ蛍光灯設置（上記）
キッチン横下足入れ設置 Ｂ-509号室に設置してあるもの同等品

在室表示スイッチ 壁埋め込みスイッチ 露出配線を壁埋め込みにする
玄関内扉（網戸） 網戸張替 ・既存扉の補修及びクリーニング

蛍光灯器具新設 LED照明器具設置
床 フローリングはがし ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★

巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５８７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
洗面台水栓・ゴム栓 交換 水栓：ＫＭ７００４Ｔ ★
洗濯機排水カバー 交換 ワントラップのキャップカバー　椀（ＩＧＳ）　５０Ａ
洗濯水栓 交換 ＴＷ１１Ｒ ★

・洗面台クリーニング＆コーティング処理
・洗濯機台クリーニング＆コーティング処理

床 カーペット ＣＦシート 東リ　ＣＦ－９０６８ ★
巾木 ソフト巾木 ソフト巾木 東リ　４０２　Ｈ＝６０
壁 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５７７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★

天井 ビニルクロス ビニルクロス サンゲツ　７７－５３７　（定価1,000円/㎡範囲内） ★
便座 温水暖房便座 TOTOウォシュレット　ＴＣＦ６５２１　＃ＳＣ１ ★
便器 交換 ＴＯＴＯ　ＣＳ２３０ＢＭ　ＳＨ２３１ＢＡ　＃ＳＣ１ ★
ペーパーホルダー 交換 ＴＯＴＯ　ＹＨ５１Ｒ
トイレ扉ハンドル 交換 鍵が容易に掛けられ、廊下より開錠可能なもの
トイレ棚 交換 マイセット

床・浴槽 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
巾木 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
壁 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理 （壁面はタイルでない）

天井 ― ＦＲＰ ＵＶカラーコート（アイボリー）　シリコンコート処理
風呂水栓（サーモ） 交換 ＴＯＴＯ　ＴＭＧＧ４６ＥＷ ★
浴室鏡＆棚、ﾀｵﾙ掛 交換 鏡：YM４５６０Ｆ　タオル掛けYHT２０Ｒ ★

棚：PTT0010＃G３６収納棚　３個設置
排水カバー ワントラップのキャップカバー　既存磨き清掃
ゴム栓 交換 ４９１－００１

床 ― 塗り替え 床面洗い・プライマートップ
手摺 クリーニング
物干しセット 設置 物干しｾｯﾄM－BADX－55 ★
外壁 手摺壁塗り替え、建物側クリーニング（一部補修） 既存と同色

・撤去 私設のカーテンレール、ピクチャーレール、ハンガー掛け、手摺、置き家具、ベランダ物干し金物等は、管理者に確認の上、基本的に撤去とする

令和３年度熱海ゆとりあの郷販売用居室改修工事　居室タイプ別仕様書    Ｂ棟 ５０９号室

・建築

　　床グランドレベル調整

　　天井・壁不陸調整 天井廻り縁無し、クロス貼り換え時、ＲＣ部分下地不陸調整
　　ベランダ側壁面フカシ 既存ボード撤去の上、発泡ウレタンｔ15+ＧＢ12.5ＧＬ+ビニルクロス（合計40ｍｍフカシ）

　　ナップロック金物

・電気設備
　　ｺﾝｾﾝﾄ、TV・TELｼﾞｬｯｸ交換（プレート含む） ｺﾝｾﾝﾄ9か所(2、うち1はｱｰｽ付)　TVｼﾞｬｯｸ2か所(1)　TELｼﾞｬｯｸ1か所　（ ）内新設
　　緊急通報ﾎﾞﾀﾝ・ﾅｰｽｺｰﾙｼﾞｬｯｸの交換 トイレ・浴室・居室（ボタン・ナースコール）　緊急通報ボタンが凸タイプ不可（フラットタイプ）

　　埋込スピーカー交換

　　照明等スイッチ交換（プレート含む） 全て大きいタイプ（照明：６ケ所、換気扇（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾀｲﾌﾟ)：３ヶ所）、　外部側洋室のスイッチはリモコン操作と共用（現状ｽｲｯﾁﾒｸﾗPL→復旧）
　　照明器具交換

　　照明器具新設
　　火災報知器交換 クローゼット内、洋室、洗面　（消防申請手続き含む）
　　インターホン・ドアホン設備
　　照明ｺﾝｾﾝﾄ配線方法 天井及びRC壁（ベランダ側外壁を除く）は斫り不可

床モルタルを斫り配線しRC壁面は40mmフカシ立上げる（ベランダ側外壁）
天井配線、器具移動には100mm程度下げた二重天井とする

その他

　　エアコン取り付け
ｴｱｺﾝはｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽに干渉しない程度上部へ取付ける。　ｴｱｺﾝ配管はｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰし、既存ＡＣｽﾘｰﾌﾞを用いて室外機と接続する
室外機設置は現状位置とする（外部配管もｽﾘﾑダクトｶﾊﾞｰ）　　ベランダ仕切り開閉出来るようにする。

　　吸気口交換
・仕上げクリーニング 風呂・トイレ・キッチン・洗濯機置場の換気扇・ダクト内清掃を含むハウスクリーニング全般を行うこと

風呂

その他

ベランダ
その他

東芝　ＲＡＳ－４０２４Ｄ　（配管及びスリムダクト、雑費消耗品含む）

玄関・
キッチン

その他

洗面所

ＷＣ

その他

トイレ・キツチン・洗濯機置場の換気扇カバー交換する。

和室8畳（洋
室8.5畳）

その他

洋室6畳

室内配管

ＡＣ下地

既存スリーブ利用

窓

ＡＣスリーブ位置図

ＡＣ用ｺﾝｾﾝﾄ

居室タイプ：Ｂ


