
入 札 説 明 書 

１ 入札執行者 

  公立大学法人福井県立大学 理事長 林 雅則 

２ 一般競争入札に付する事項 

（１）調達する物品の名称および数量 

恐竜学研究所用情報機器 一式 

（２）調達物品の仕様等 

別紙仕様書のとおり 

（３）納入期限 

   平成３１年３月２５日 

   （４）納入場所 

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

研究交流棟２０１ 

３ 入札の方法 

  一般競争入札による。 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  この入札に参加することができる者は、公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則（以下、

「事務細則」という。）第４条に基づき定める競争入札参加の資格を有する者で、次に掲げる条件

をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（２）入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと。 

（４）福井県内に、本店、支店、営業所または事業所がある者であること。 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

５  入札説明書等の交付 

（１）入札説明書等の交付場所およびこの入札に関する問合せ先 

   〒９１０－１１９５  

   福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１  

   公立大学法人福井県立大学財務企画課（担当：前田） 

   電話 ０７７６－６１－６０００ 

（２）入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、本学ホームページで公開する。 



６ 資格の確認に関する事項 

  この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（別紙様式１）に必要書類を添え

て次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し本学の審査を受け、資格の確認を受けなければ

ならない。 

（１）申請書の提出期限 

  平成３１年２月１９日（火）１５時まで 

（２）提出方法 

  持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。 

（３）提出先 

５（１）と同様とする。 

７ 資格確認審査の結果の通知および審査の結果に対する質問書の提出方法等 

  資格確認審査の結果は、書面により通知する。 

  審査の結果、入札に参加が認められなかった者は、審査の結果に対する質問書（様式は任意と

する）を提出することにより、その理由について説明を求めることができる。 

（１）提出期限 

 平成３１年２月２１日（木）１５時まで 

（２）提出方法 

 持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。 

（３）提出先 

  ５（１）と同様とする。 

（４）回答 

質問に対する回答は、質問者に対して書面により速やかに行うものとする。 

８ 入札書の提出方法、入札および開札の場所および日時 

（１）入札書（別紙様式２）の提出方法 

 持参すること。 

（２）入札および開札の場所および日時 

ア 場所 

  公立大学法人福井県立大学図書館棟会議室 

イ 日時 

  平成３１年２月２２日（金）９時 

９ 入札説明書等に関する質問書の提出期限および提出方法等 

  入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書（別紙様式３）を次の

とおり提出すること。 

（１）提出期限 

平成３１年２月１９日（火）１２時まで 

（２）提出方法 

持参または郵送すること（郵送の場合は提出期限必着とする。）。 

   なお、次のいずれもの要件を満たす場合には、電送による提出も認める。 

ア 質問の内容が調達物品および入札説明書に関する事項であること。 

イ 質問者が確認できること。 

ウ 後日、書面により郵送を行うこと。 

（３）提出先 

〒９１０－１１９５  

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

公立大学法人福井県立大学連携・研究推進課（担当：吉田） 



ＴＥＬ ０７７６－６１－６０００ 

ＦＡＸ ０７７６－６１－６０１１ 

Ｅ-mail j-yoshida-mi@fpu.ac.jp 

（４）回答 

質問に対する回答は、質問者に対して書面により速やかに行うものとする。ただし、質問

および回答の内容により入札参加資格確認申請書を提出した全ての者に公開する場合がある。 

（５）入札説明書等に係らない事項についての質問 

   入札説明書等に係らない事項についての質問は、平成３１年２月２１日（木）１７時まで

とし、電話によるものも認める。（担当：財務企画課 前田） 

１０ 入札保証金に関する事項 

（１）入札保証金の免除 

   入札参加者が、次の場合に該当する場合は、入札保証金の納付を免除する。 

ア 入札参加者が、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当

該保険証券を提出したとき。 

イ 事務細則に基づき競争入札参加の資格を有する者について、その者が契約を締結しない

こととなる恐れがないと認められるとき。 

（２）入札保証金の納付 

前号の規定による入札保証金の納付免除に該当しない入札参加者は、見積もった金額（入

札書記載価格に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した額）に対する１００分の５

以上の入札保証金を、平成３１年２月２２日（金）８時４０分から８時５０分までに、本学

財務企画課に納入しなければならない。 

なお、落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後、即日還付する。 

（３）入札保証金を納付する場合、納付に代えて提供できる担保 

ア 国債、地方債 

イ 鉄道債券、首都高速道路債券、公営企業債券、道路債券、北海道東北開発債券、電源開

発株式会社債券、阪神高速道路債券 

ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、

農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合、塩業組

合、その他貯金の受入れを行なう組合が振出しまたは支払保証をした小切手 

エ 日本銀行担保、適格社債（公募社債） （例 鉄道債、電力債等の事業債） 

 なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手につ

いては小切手額、その他のものについては市場価格（当該入札日前１週間程度における価

格とし、その判定は、東京株式の取引価格とする。）の８割に相当する金額とする。 

１１ 契約保証金に関する事項 

（１）契約保証金の免除 

  落札者が、次の場合に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付が免除される。 

ア 落札者が、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保

険証券を提供したとき。 

イ 過去２年間に国、地方公共団体、県の公社と種類および規模をほぼ同じくする契約を数

回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないことと

なるおそれがないと認められるとき。 

（２）前号の規定による契約保証金の納付免除に該当しない落札者は、落札額（入札書記載価格

に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した額）に対する１００分の１０以上の契約

保証金を、平成３１年３月１日（金）１４時までに、本学財務企画課に納入しなければなら

ない。 

（３）契約保証金を納付する場合、納付に代えて提供できる担保 

ア 国債、地方債 

mailto:j-yoshida-mi@fpu.ac.jp


イ 鉄道債券、首都高速道路債券、公営企業債券、道路債券、北海道東北開発債券、電源開

発株式会社債券、阪神高速道路債券 

ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、

農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合、塩業組

合、その他貯金の受入れを行なう組合が振出しまたは支払保証をした小切手 

エ 日本銀行担保、適格社債（公募社債） （例 鉄道債、電力債等の事業債） 

 なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手につ

いては小切手額、その他のものについては市場価格（当該入札日前１週間程度における価

格とし、その判定は、東京株式の取引価格とする。）の８割に相当する金額とする。 

１２ 入札方法に関する事項 

（１）入札参加者は、入札公告およびこの入札説明書ならびに契約条項のほか、事務細則、同要

領を熟読し、入札心得を遵守の上、入札に参加しなければならない。 

（２）落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の８に相当

する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札参加者は代理人をして入札させるときは、委任状（別紙様式４）を提出しなければな

らない。 

（４）開札は、入札参加者またはその代理人を立ち会わせて行う。 

（５）入札回数は初回を合わせて２回を限度とする。 

１３ 入札の無効 

 事務細則第２１条に定めるほか、申請書等を提出期限までに提出しなかった者、資格審査の申

請において虚偽の申請を行った者のした入札は無効とする。 

１４ 落札者の決定に関する事項 

（１）この入札に係る調達物品の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。 

（２）前項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該

入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 

（３）前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって

入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。 

１５  契約書作成の要否および契約条項 

（１）契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

（２）契約条項は、別紙契約書（案）のとおりとする。 

１６  その他 

（１）この入札において、最低制限価格は設定しない。 

（２）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

  ア 受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２項の規

定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者に

よる不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うとともに、捜査上必要

な協力を行うこと。 

  イ アにより警察署に届け出たときは、その旨を速やかに本学に報告すること。 



仕 様 書

（１） 基準品 

品 名 型 式 メーカー 
数

量 

①B0大判プリンタ一式 SC-T7255 EPSON 1 

②デスクトップパソコン A DAIV-DQX750U1-S5 ﾏｳｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 2 

③デスクトップパソコン B LUV MACHINES Slim iHS410XD-SH2 ﾏｳｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1 

④ノートパソコン Q8111970165 m-Book T510SN-M2SH5 ﾏｳｽｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 1 

⑤ソフトウエア

Office Standard 2019 

Japanese Academic Open 
021-10600 Microsoft 4 

Adobe Creative Cloud Team 

1.0J グループ版 VIP-6.0E 

Education Device license 

(12Mo Sub LIC TT) Level1 

1-9 for Win/Mac 

65230992BB01A12 Adobe 4 

⑥無停電電源装置 BN100T OMRON 2 

⑦USB外付け HDD（4TB） HD-SH4TU3 BUFFALO 4 

⑧Cintiq 22HD ブラック DTK-2200/K1 Wacom 3 

⑨A3カラーレーザプリンタ LBP842C Canon 2 

⑩スキャナー GT-S650 EPSON 2 

⑪ＳＬＡ光造形３Ｄプリン

タ一式 
3293V723 Formlabs 1 

（２）納入期限 

平成３１年３月２５日 

（３） 納入場所 

公立大学法人福井県立大学 恐竜学研究所研究交流棟 201 

なお、導入する機種は、次の条件および機能を満たすこと。また、それ以外についても基準品と同等

以上の機能を有すること。ただし、総合評価はしない。 

別 紙 



B0 大判プリンタ（数量：１式） 

印字方式 PrecisionCoreインクジェット方式 

インク 水性顔料インク（フォトブラック、マットブラック、シ

アン、マゼンダ、イエロー） 

解像度 2880dpi×1440dpi 

印刷速度 （ポスター） 

＜普通紙ロール＜厚手／薄手＞/B0サイズ＞ 

360dpi×720dpi、速い、双方向印刷オン：約 70秒 

インターフェース USBインターフェース 

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 

給紙方法 ロール紙（１本装着） 

単票紙（１枚ずつ手差し給紙） 

用紙 （単票紙） 

用紙サイズ：A4縦～B0プラス、 

用紙幅：210mm～1,118mm 

用紙厚：0.08mm～0.8mm 

（ロール紙） 

用紙幅：254mm～1,118mm 

用紙厚：0.08mm～0.5mm 

印刷可能最大長 15m 

内蔵メモリ 1GB 

電源電圧 AC100V、50/60Hz 

消費電力 約 64W（動作時） 

外形寸法 W1700mm×D800mm×H1200mm 以内 

対応 OS Windows10/8.1/8/7 (32/64bit) 

OS X(10.5.8以降) 

Mac OS(10.12～10.13) 

保証 サービスパック（購入同時 5年） 

同梱品 インクカートリッジ（容量 110ml）各色１本、紙管ロール

紙兼用ロールペーパーアダプタ、スタンド 

追加消耗品 インクカートリッジ（容量 700ml）各色１本、プロフェッ

ショナルフォトペーパー（薄手半光沢 約 1,118㎜幅 

30.5m）１本を付帯すること。 

その他 製品の開梱と指定場所への配置および組み立て、梱包材

回収を行うこと。 

 

②ディスクトップパソコンＡ（数量：２式） 

OS Windows 10 Home 64ビット 

CPU インテル(R) Core(TM) i7-7800X プロセッサー ( 6コア 

/ 12スレッド / 3.50GHz / TB時最大 4.00GHz ) 

メモリ 64GB メモリ [ 16GB×4 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / ク

アッドチャネル ] 



電源 700W 電源 ( 80PLUS(R) BRONZE ) 

SSD 500GB SSD ( Crucial MX500 / SATA3 / 6Gbps 対応 ) 

SSDまたは HDD 1TB HDD ( 7200rpm / 6Gbps 対応 ) 

グラフィックス NVIDIA Quadro P5000 / 16GB ( DisplayPort×4 / DVI-D ) 

LAN インテル(R) 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 

ケース キャスター装着( フロント USB3.0×2 / リアファン標準

付属 ) 

マザーボード インテル(R) X299 チップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対

応ポート×8 / M.2スロット×2 ) 

サウンド ハイデフィニション・オーディオ 

キーボード ワイヤレスキーボードで 108キー日本語レイアウト、メ

ンブレン構造であること。レシーバーを有すること。 

マウス ワイヤレス静音３ボタンマウスで H40mm×W60mm×D100mm

程度の大きさで、スクロールホイールを有すること。レ

シーバーを有すること。 

モニタ 27型 LEDホワイトバックライト搭載ワイド液晶ディスプ

レイであること。 

パネルは AMVA+パネルであり、ノングレアであること。 

DisplayPort端子、HDMI端子、D-Subミニ 15 ピンの 3系

統入力端子およびそれらの接続ケーブルを有すること。 

昇降スタンド、スウィーベル機能、ピボット機能を有す

ること。 

Full HD（1920×1080）に対応していること。 

スピーカを内蔵していること。 

サポート [１年間 標準保証] 初期不良対応１ヵ月＋センドバック

修理保証 

 

③ディスクトップパソコンＢ（数量：１式） 

OS Windows 10 Home 64ビット 

CPU インテル(R) Core(TM) i7-8700 プロセッサー ( 6コア / 

12スレッド / 3.20GHz / TB 時最大 4.60GHz / 12MBキャ

ッシュ ) 

メモリ 16GB メモリ [ 8GB×2 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / デ

ュアルチャネル ] 

電源 300W 電源 ( 80PLUS(R) BRONZE ) 

光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対

応 ) 

カードリーダー カードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 ) 



SSD 240GB SSD ( 6Gbps 対応 ) 

SSDまたは HDD 2TB HDD 

グラフィックス インテル UHD グラフィックス 630 

LAN 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 

無線 LAN [ USB2.0 ] 無線 LANアダプタ ( 802.11b/g/n 規格対応 ) 

+ Bluetooth(R) V4.0 

ケース Slim タイプ( ブラック / フロント USB3.0×2 ) 

マザーボード インテル(R) B360 チップセット ( Micro ATX / SATA 

6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) 

サウンド ハイデフィニション・オーディオ 

キーボード [USB] 102日本語キーボード (ブラック) 

マウス [光学式] USB オプティカルマウス ( ブラック ) 

モニタ 27型 LEDホワイトバックライト搭載ワイド液晶ディスプ

レイであること。 

パネルは AMVA+パネルであり、ノングレアであること。 

DisplayPort端子、HDMI端子、D-Subミニ 15 ピンの 3系

統入力端子およびそれらの接続ケーブルを有すること。 

昇降スタンド、スウィーベル機能、ピボット機能を有す

ること。 

Full HD（1920×1080）に対応していること。 

スピーカを内蔵していること。 

サポート [１年間 標準保証] 初期不良対応１ヵ月＋センドバック

修理保証 

 

④ノートパソコン（数量：１式） 

OS Windows 10 Home 64ビット 

CPU インテル(R) Core(TM) i7-8750H プロセッサー ( 6コア 

/ 12スレッド / 2.20GHz [ 最大 4.10GHz ] / 9MBキャッ

シュ ) 

メモリ 16GB メモリ [ 8GB×2 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / デ

ュアルチャネル ] 

カードリーダー UHS-I対応 カードリーダー ( SD / SDHC / SDXC / MMC 対

応 ) 

SSD 512GB SSD ( M.2 SATA3 接続 ) 

SSDまたは HDD 2TB HDD ( 5400rpm ) 

グラフィックス NVIDIA GeForce GTX1060 / 6GB 



LAN 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 

無線 LAN IEEE 802.11ac/a/b/g/n準拠 ( 最大 433Mbps 対応 ) + 

Bluetooth 5 モジュール内蔵 

液晶 フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LED

バックライト / ノングレア ) 

サウンド ハイデフィニション・オーディオ 

マウス ワイヤレス静音３ボタンマウスで H40mm×W60mm×D100mm

程度の大きさで、スクロールホイールを有すること。レ

シーバーを有すること。 

スピーカー 内蔵スピーカー 

サポート [１年間 標準保証] 初期不良対応１ヵ月＋センドバック

修理保証 

 

⑤ソフトウェア 

以下のソフトウェアライセンスを納入すること。 

① Microsoft Office Standard 2019 数量：４ライセンス 

② Adobe Creative Cloud グループ版 Device license 12 か月 数量：４ライセンス 

 

⑥無停電電源装置（数量：２台） 

運転方式 ラインインタラクティブ方式 

定格入力電圧 AC100V 

出力容量 1000VA／900W 

バッテリ寿命 5年 

バックアップ時間 9分（900W） 

シリアル通信 USBインターフェースを有すること。 

外形寸法 W180mm×D420mm×H250mm以内 

その他 電源ノイズ・サージ保護機能を有すること。 

付属品 シャットダウンソフト、USBケーブル 

 

 

⑦ＵＳＢ外付けＨＤＤ（数量：４台） 

対応 OS Windows 、Mac 

インターフェース USB3.0/2.0 

HDD容量 4TB 

外形寸法 W50mm×H150mm×D220mm以内 

付属品 USB3.0ケーブル、AC アダプタ 

 

⑧液晶ペンタブレット（数量：３台） 

液晶サイズ 21.5型 

最大表示解像度 1920×1080ドット 

液晶方式 IPS方式 



最大表示色 1677万色/256階調 

応答速度 14ms 

最大輝度 230cd/㎡ 

コントラスト比 1000:1 

視野角 水平 178度/垂直 178 度 

入力端子 DVI-I（HDCP対応） 

読取方式 電磁誘導方式 

読取可能範囲 475.2×267.3mm 

筆圧レベル 2048レベル 

外形寸法 W650mm×D400mm×H55mm 

その他 チルト、回転機構を有すること。 

対応 OS Windows、Mac 

付属品 グリップペン、ペンスタンド、カラーペンリング、ラバーグ

リップ、ACアダプタ、電源ケーブル 

 

⑨Ａ３カラーレーザプリンタ（数量：２台） 

プリント方式 半導体レーザー＋乾式電子写真方式 

ファーストプリント カラー：9.9秒、モノクロ：7.9秒 

プリント速度 カラー・モノクロ A4：31枚／分、A3：15枚／分、A4（2ペ

ージ：両面表裏 1枚）：30ページ／分 

最大プリント解像度 1200dpi／9600dpi相当 

ウォームアップ 29秒以下 

給紙容量 カセット：250枚×1段、手差しトレイ：100枚 

対応用紙サイズ A3 

両面印刷 対応 

搭載メモリ 標準：512MB 

対応 OS Windows 7/8.1/10（32bit／64bit）、Mac OS X（10.6～10.14） 

インターフェース USB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×1、1000Base-T／100Base-TX

／10Base-T×1 

本体寸法 W×D×H 550×600×400mm以内 

電源 AC100V±10％（50／60Hz±2Hz） 

無償保証期間 12ヶ月間（訪問修理） 

同梱品 トナーカートリッジスターター各色 1本 

 

⑩スキャナ（数量：２台） 

形式 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナ 

光学解像度 4,800dpi×4,800dpi 

読み取り解像度 50～4,800dpi（1dpi 刻み）、7,200dpi、9,600dpi 

最大原稿サイズ A4、USレターサイズ 

読み取り速度 モノクロ：1.2msec/line(600dpi)、9.3msec/line(4800dpi) 

カラー：3.5msec/line(600dpi)、27.7msec/line(4800dpi) 

読取階調 RGB各色 16bit入力/8bit出力 



出力フォーマット JPEG、TIFF、Multi-TIFF、PDF 

インターフェース Hi-Speed USB 

外形寸法 W250mm×D400mm×40mm 以内 

対応 OS Windows 7/8.1/10 (32/64bit)、Mac OS 10.6.x～ 

同梱品 USBケーブル 

⑪ＳＬＡ光造形３Ｄプリンタ  １式 

造形方式 ステレオリソグラフィー（光造形：SLA） 

剥離方式 ワイパーによるスライド式 

樹脂充填システム カートリッジ式自動充填システム 

造形範囲(x,y,z) 145×145×175mm 

積層ピッチ 25、50、100 ミクロン 

レーザー焦点サイズ 140 ミクロン 

サポート ソフトウェアによる自動生成 

本体サイズ 400×350×550mm 以内 

接続性 無線 LAN、イーサネット、USB 

プリンタ制御 押しボタン付き対話型タッチスクリーン 

その他機能 ピールメカニズム、自動加熱式レジンタンク 

マテリアル 4 色カラー樹脂（クリア、ブラック、ホワイト、グレー）、キ

ャスタブル樹脂、フレキシブル樹脂、タフ樹脂、デュラブル

樹脂、ハイテンプ樹脂 が使用可能であること。 

自動洗浄装置 造形物を IPA で自動洗浄する装置を付帯すること。 

二次硬化装置 造形物を二次硬化しマテリアルの性能を発揮されるための二

次硬化装置を付帯すること。 

消耗品 フレキシブル樹脂×2 本、レジンタンク×3 個、プラットフォ

ーム×3 個、マテリアルスタンダード（4 色）パック×2 個を

付帯すること。 

その他 設置調整作業を行い、使用方法について講習を行うこと。 




