
富士川町歴史文化館塩の華 展示品等作成及び展示業務委託 

 

項目一覧 

 

●資料館 

・壁面① 

・壁面② 

・壁面③ 

・壁面④ 

・垂れ幕 

・展示什器 

・渡船補修 

・椅子製作・購入 

・映像音響設備 

・映像制作 

・トーキングマシン 

・展示什器 

・窓フィルム貼 

現場作業 

 

●企画展示室 

・家具購入運搬 

 

●人物館 

・パネル 

・トーキングマシン製作 

・現場作業 

 

●望月百合子記念室 

・移設作業 

・パネル・什器補修 

 

●共通 

・製作施工図作成 

・製作データ作成 

・撮影費 



・現場管理/一般管理 

●資料館 

○壁面① 

・大型ビジュアル 

・ビジュアルスタンド 
 

幅 高さ 数 仕様 

ビジュアル 6785 2850 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/テープラ

イト/乳半アクリル 

川ビジュア

ル 

6785 500 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A4 300 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A4 600 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A4 1000 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A3 400 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A3 700 1 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A3 1000 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A2 500 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A2 800 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

スタンド A2 1000 2 スチールベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

○インフォメーション映像 

・機材購入・設置・調整 

モニター（50 インチ/PHILIPS(ディスプレイ) / 50BDL4550D/11）1 台 

モニタースタンド（H1200 程度） 

記録メディア 4 枚（予備 2 枚） 

モニターで SD または USB がループ再生できる機材同等品可 

・映像制作 

1〜2 分程度の映像を 2 本制作 

「館のコンセプト」「17 つのなぞ」 

 

 

 

 

 

 



○壁面② 
 

幅 高さ 数 仕様 

ベース 9070 2350 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/テープラ

イト/乳半アクリル 

年表 500 400 20 透明アクリル/3M 透明出力シート/裏貼り/飾りビズ留/パネルより

10mm 浮く 

切文字 140 1350 4 カルプ t30/文字 140*140/10〜15 文字 

切文字 200 660 7 アクリル t5/文字 60*60/20〜30 文字 

コラム 400 240 10 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 450 450 2 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 600 600 2 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 750 750 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 500 650 2 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 800 500 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 600 400 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 850 850 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

川 9070 500 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

・装飾品 購入物 

桔梗俵 770*370φ 3 俵 

 

 

 

 

 

 

 



○壁面③-1 
 

幅 高さ 数 仕様 

ベース 6410 2350 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/テープラ

イト/乳半アクリル 

切文字     1 カルプ t30/文字 140*140/10〜15 文字 

切文字 60 600 16 アクリル t5/文字 60*60/20〜30 文字 

コラム 550 500 5 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 250 250 3 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 650 750 2 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 500 250 4 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 1500 600 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

川 6410 500 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

 

 

○壁面③-2 
 

幅 高さ 数 仕様 

ベース 3160 2140 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/テープラ

イト/乳半アクリル 

切文字 140 1400 1 カルプ t30/文字 140*140/10〜15 文字 

切文字 60 600 6 アクリル t5/文字 60*60/20〜30 文字 

コラム 250 600 3 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 500 500 2 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

コラム 850 850 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

川 3160 500 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

 



○壁面④ 
 

幅 高さ 数 仕様 

ベース 3160 2140 1 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/テープラ

イト/乳半アクリル 

切文字 140 1400 1 カルプ t30/文字 140*140/10 文字 

コラム 500 500 4 アルミ枠/アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/3M マジ

ックテープ/ベースより 10mm 浮く 

川 3160 500 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

 

○垂れ幕 
 

幅 高さ 数 仕様 

垂れ幕 800 2400 3 ターポリン両面印刷/取り付け器具 

 

○展示什器 
 

幅 高さ 数 仕様 

展示什器（大）     14 木工/塗装/取り付け金物含む 

展示什器（中）     14 木工/塗装/取り付け金物含む 

展示什器（小）     14 木工/塗装/取り付け金物含む 

 

 

○渡船補修 

・かじかざわ児童センターにある渡船の補修 

破損部分補修、船体塗装 

 

・椅子の製作・購入 
 

幅 高さ 数 仕様 

 製作 300 420 10 木工/塗装/300*300*450 

 購入     20 既製品/スタッキングチェア/直径 320×高さ 450mm 

購入品 

 

○トーキングマシンの制作 

パネルにボタンまたは、センサーを仕込み、音声が流れるようにする 

・書き割りパネルの製作（自立型） 



・音声再生システムの製作 

・ナレーション撮影（原稿支給） 

 

○船頭衣装 

記念撮影用に、衣装（上着）竹笠/30 セット 

 

○窓フィルム貼り 

フィルム 窓/遮光フィルム/黒  幅：2.500 高さ：1.500 1 枚 

フィルム 窓/遮光フィルム/黒  幅：600 高さ：600 9 枚 

フィルム 窓/遮光フィルム/黒  幅：700 高さ：700 1 枚 

 

 

 

○現場設置費 

・作業人件費 

・製作物等運搬費 

 

○音響設備 

メディアプレーヤー 4K 対応/SD・USB 再生可 

スピーカー BOSE/DS16SE 

天井吊り下げブラケ

ット 

スピーカ様 

アンプ IZA190ーHZ 

ケーブル HDMI ケーブル等 

分配器 VGA-CVHD5 

プロジェクター 8000lm/レンズ込み 

天井吊り下げ金具 プロジェクター用 

配線工事   

機材調整費   

雑費消耗品   

機材は同等品可。 

 

 

 

 

 



○映像制作 

5 分程の映像を 3 本制作。 

テーマ「角倉了以と富士川舟運編」「舟運が歩んできた文化編」「富士川町の魅力と未来編」 

企画構成費 台本/コンテ作成 

ディレクション費 打ち合わせ費用、工程管理費 

撮影費 カメラマン 1 人/アシスタント 2 人/5 日 

編集費 3 本 

ナレーション費 ナレーター/スタジオ収録/3 日/権利込 

撮影機材費 カメラ/照明器具等 

音響効果費   

MA スタジオ費 ナレーション収録 

マスターデータ作成費 3 本分/予備各 1 本/合計 6 枚 

 

 

●企画展示室（資料館 2F） 

会議テーブル W1800×D450×H720 幕板付/81F2CA-M  10 台 

会議チェア スタッキングチェア W510×D745×H420 KLC-620DF  20 脚 

専用台車 スタッキングチェア専用台車 W600×D1000×H990  1 台 

ホワイトボード W1890×D600×H1800 4380KR-ZA75、Z25、Z637  1 台 

木製演台 900W×550D×1040H 4311HA-WA35 1 台 

運搬搬入費   1 式 

 

●屋外サイン 
 

幅 高さ 数 仕様 

人物館入口サイン     2 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

資料館入口サイン     1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

駐車場サイン① 1200 1100 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

駐車場サイン② 1200 1100 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

駐車場サイン③ 2000 1000 1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

駐車場サイン④ 1340 2480 2 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー



ト加工 

駐車場サイン⑤ 1820 600 4 アルミ複合板/出力シート/マットラミネー

ト加工 

取り付け材料費     1   

高所作業車     1   

作業人件費     1   

運搬費     1   

 

 

●人物館 

○パネル 
 

幅 高さ 奥行 数量 仕様 

挨拶パネル 900 900   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工/

両面仕上げ 

タイトルパネル 2000 2400   1 木工/出力シート/マットラミネート加工/自立 

人物パネル 600 1200   26 アルミ複合板/出力シート/吊り加工 

木工壁 1500 2400   1 木工/自立 

木工壁 2400 2400   1 木工/自立 

石橋湛山パネル 7100 1400   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

米長邦雄パネル 6770 1400   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

望月百合子パネ

ル 

1240 1980   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

  910 650   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

  2160 1600   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

  1100 1980   1 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

深澤幸雄パネル 6200 1800   1 木ベース/アルミ複合板/出力シート/マットラミ

ネート加工 

キャプション 120 120   50 アルミ複合板/出力シート/マットラミネート加工 

 

○トーキングマシン 

 

 

 

 



○展示什器 加工 

○現場設置 

・作業人件費 

・製作物等運搬費 

 

 

○映像関連 

・機材購入・取り付け・調整 

モニター 50 インチ/PHILIPS(ディスプレイ) / 50BDL4550D/11 1 台 

壁掛け金物   1 台 

記録メディア SD2 枚/予備含む 1 式 

モニター設置費 調整含む 1 式 

 

・映像制作 

紹介人物 1 人 15 秒程度 30 人分 

 

○望月百合子記念館 移設 

移動費 パネル 13 枚/展示什器 4 台/百合小像 1 台 1 式 

パネル補修費   13 枚 

展示什器補修費 ダイノックシート貼り 4 台 

設置費 パネル再設置人件費 1 式 

移動・再設置経費   1 式 

 

 

●本業務における制作物（画像、映像及びパネル等）については、全てのオリジナルデータ

を提出し、町が施設を管理運営するにあたり使用・編集できるものとすること。 


