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TRUE 仕様書番号：

FALSE 作成 年 6 月 6 日

改訂 年 月 日

見積提出期限 年 月 日

1 見積時 TRUE 見積書（納期入） FALSE 全体工程表　 7 安全

提出書類 FALSE 見積仕様書　 FALSE 設備構想図　
FALSE その他 （ ） 8 保証

2 納入場所

住所

事業所名

部署・担当者

3 工期 ～

納期 9 支払条件 ###
FALSE その他 （  ）

4 出荷検査 TRUE 立会検査 TRUE 試運転
TRUE 寸法・外観 FALSE 耐圧・気密 10 その他
FALSE その他 （ ）

5 完成検査 TRUE 立会検査 TRUE 試運転
TRUE 寸法・外観 FALSE 耐圧・気密
FALSE その他 （ ）

6 指導員・作業員

①機械設計 FALSE 当社 TRUE 貴社　

※ 機械設計費、電気設計費、 ②部品加工 FALSE 当社　 TRUE 貴社　

盤製作費、機内配線工事費、 ③組立調整（空圧、油圧、配管あり） FALSE 当社　 FALSE 貴社　

部品加工費、組調費、 ④電気制御盤 設計 FALSE 当社　 FALSE 貴社　

電気・機械各購入品費、 製作 FALSE 当社　 FALSE 貴社　

運搬費の詳細で見積書提出のこと ⑤機内配線工事（盤内組立、結線・機内への引込み配線） FALSE 当社　 FALSE 貴社　

※ 当社とは株式会社LIXIL及び／ ⑥電気回路設計 FALSE 当社　 FALSE 貴社　

又はグループ子会社を示す ⑦シーケンサ書込み FALSE 当社　 FALSE 貴社　

⑧貴工場内立ち会い FALSE 有り　 FALSE 無し　

⑨当社工場内据付け立会い FALSE 有り　 FALSE 無し　

⑩輸送（積み込み、輸送、積み卸し、据付、試運転完了） FALSE 当社負担　 TRUE 貴社負担　

⑪購入部品 FALSE 当社支給　 TRUE 貴社購入　

⑫量産立会い （ 人、 日間） FALSE 有り　 TRUE 無し　

支給品 ①試験材支給時の輸送費負担 往： 復：

②購入品支給 （ ）

FALSE 有り　 TRUE 無し　 ③加工金型支給 支給数： 型

④その他 （ ）

①1次側電源配線およびエアー配管工事、 ②障害物撤去工事

③排気ダクト工事、 ④消耗部品、その他のスペア―部品

⑤試験材費及び試験材運送費、 ⑥その他（ ）

見積
仕　様　書確定 2022

2022 ㈱LIXILｻﾝｳｴｰﾌﾞ製作所 深谷工場

承認 審査 担当

物

件

名

LWTJ 深谷工場 試作用プレス機購入
数

量
１式

諸

 

条

 

件

現場作業開始前に｢安全作業指示書」にて掲示すること

・市販品の保証は1年とする

・設計の不備、材料の不良、施工上のミスに基づく事故が発生

埼玉県深谷市幡羅町１丁目１０ 　した場合は速やかに無償にて修理又は取替えを行うものとし、

(株)LIXIL 深谷工場 　期間は下記の通りとする 

技術課　○○○○ 　　建築工事：検収後2年(重大な契約不適合は別途協議)

　　設備工事：別途協議

2023/04/01 2023/07/01

BMC試作施設の創設を実施する。BMC混錬試作に使用するプレス機を購入する。

2023/07/01 当社規定に準ずる

・本仕様書記載外項目については弊社設備購入仕様基準

　及び設備基準、又は機械設備購入基本契約に準ずる

・仕様変更に伴い追加費用が発生する場合は速やかに

 その部分についての見積書を提出すること

・保安、安全、モラル等については弊社請負会社守則、

　安全指示事項を遵守すること

・残材、廃棄物は場外処分とする

現地組立て並びに据付については、 ・不明な点は、必ず事前に担当者と協議の上対処すること

熟練した技能者を派遣して実施すること

項 目
概要目的、見積条件

見積範囲、仕様等
仕　　　　様

１．目　的 内製BMCの新規配合検討や不具合改善、新技術者教育を目的に

４．見積除外項目

２．工事概要 ・試作用プレス機の設置

３．見積範囲

当社 貴社

購入品支給なし

金型不使用
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物件名：

※ 記入しきれない場合は別紙

※ 各部分毎の特記事項を明記

・運転方法（ﾊﾟﾀｰﾝ、ｻｲｸﾙ等）

・各部分毎の精度 

・部品指定

・操作盤、制御盤の寸法、施工 

・外部とのI/F

・メンテ性

・塗装(設備購入仕様基準書と異なる場合)

・安全対策

・予備品が必要な場合その名称、数量

・同様の設備が既に社内にある場合、

　その不具合項目の対処方法を指定

（すべきこと、やってはならないこと） 

・既製品購入の場合、その詳細仕様を指定

（ﾒｰｶｰ、型式、容量、電圧、ｻｲｽﾞ、色等）

※ 見積時、発注時、工事中、完了時等、

各々必要な時期に必要なものを明記

LWTJ 深谷工場 試作用プレス機購入

項　目 仕　　　　様

５．詳細仕様

別紙参照

６．提出書類 見積書

見積もり仕様書

外形図

７．検収条件 当社規程

８．その他 本見積は、2022年3月31日に取得していた見積もりに対し、仕様書に沿って再提出を頂く。

見積もりNo.R4-038
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物件名： LWTJ 深谷工場 試作用プレス機購入

項　目 仕　　　　様








