
別紙

那須平成の森フィールドセンター
種別 品目 規格・品番等 個数 備考

ロッカー SEIKO　FAMILYSLK-9 6 来館者用
スノーシュー収納棚 KOKUYO シェルビングSE-06416F1 4
食器棚 アイリスオーヤマ　キッチンキャビネット 1
A4対応保管庫 PLUS　リンクスシリーズL5-180S W4 1
本棚 PLUS　リンクスシリーズL5-180E W4 3
ローキャビネット PLUS　リンクスシリーズL5-70E W4 2
パーテーション ASKUL　130-865 8
清掃用具入れ 掃除用具庫　W608 CL-13W 1
ストーブ柵 HearthGate5616-1600-15 1
フォールディングテーブル フォールディングテーブル　YG-1845 15
フォールディングテーブル フォールディングテーブル YG-1860W 5
スタッキングチェア スタッキングチェアLTS-110Z 64
スタッキングチェア用台車 スタッキングチェア専用台車LTS40 2
掲示用黒板 アイリスオーヤマ　ブラックボードA-1 3
イーゼル アイリスオーヤマ　木製イーゼル1300H 3
スケジュールボード 無地ホワイトボードNV34 1
ホワイトボード 脚付両面ホーローホワイトボード　JB-R360 2
脚立 MBX210A 1
踏み台 スチール製踏み台　SU-7 2
雨傘除水機 からかさっとAタイプ　K-100A 4
傘立て KOKUYOフレームタイプ　US-A163N 1
ノートパソコン LENOVO　SL410 10 ビジター

センター
への移動
可能

外付けハードディスク BUFFALO　Link station（NAS） 1
無線LANルータ BUFFALO　無線LANルータWZR-HP-G301NH 1
A3カラープリンター canon pixus ix5000 1
三脚 スリック三脚プロ　340DX2 4
フィールドスコープ ニコンED-82、38×ワイドMC接眼レンズ 3
双眼鏡 ビクセン　アリーナM8×36D 40 貸出用
双眼鏡 ニコン　モナーク8×36DCF 7
実体顕微鏡 ニコン　ファーブルミニ 3
デジタルカメラ EOSkiss　X4、レンズ（18mm-200mm） 1
マクロレンズ タムロン　SP AF60mm F/2 Di II LD [IF]

MACRO 1:1 (Model G005)
1

ビデオプロジェクター DLP方式 1
電話機 パナソニック 6 事務室、

レク
チャー
ルーム内

掃除機 パナソニック　業務用掃除機MC-G5000P-K 1
シュレッダー フェローズシュレッダー　PS-79Ci-2 1
冷蔵庫 三菱電機　MR-P15S-B 1
除雪機 ヤナセ 1
チェーンソー マキタ　エンジンチェーンソーME333、ハス

クバーナ
2

草刈り機 マキタ　４サイクルエンジン肩掛式刈り払い
機　MEM427

1

ディスクグラインダー マキタ　9533BH 2
卓上糸のこ盤 日立　FCW40SA 1
オーバーブーツ モンベル　シンプルオーバーシューズ

#1129615
50

スノーシュー モンベル　ATLAS　＃823　ELEKTRA 10
ストック モンベル　2ピースロックジョーポール 10
雨具 上下セット 20
長靴（22～23.5cm） ミドリ安全　2130010103　作業長靴　ワーク

エース　Ｗ2000Ｎ　黒
7

長靴（24～28.0cm） おたふく手袋　ロングタイプ耐油長靴　黒 8
バックパック ドイター　アーバンライト（16L）　deuter

D48202
5

担架 マツナガ担架　把手伸縮式アルミ製担架 1

民間事業者が使用可能な備品

電気製品

光学機器

電子機器

オフィス
家具

貸出用品
等

作業用品



毛布、布団 1
文房具類 針なしステップラー1、クリップボード40、

セロハンテープカッター3、ペーパーカッ
ター（裁断機）1、穴あけパンチ2、デジタル
スケール1、印箱1、ゴミ箱10、レターケース
1、キーボックス1、手提金庫2、懐中電灯2、
テプラ1、ラミネーター1、電卓3、壁掛け時

清掃機材 ガラス用ワイパー2、ハンディーワイパー2、
モップ5、モップ絞り器1、自在ホーキ5、清
掃中パネル1

工具類 鞘鉈20、鞘鉈左利き用4、手斧8、剪定鋸10、
工具セット1

その他機材 除雪スコップ2、足ふきマット3、ブラシマッ
ト1、長靴5、メジャー1、作業用ゴーグル、
やすり、コードリール1、台車1

那須平成の森　作業小屋
種別 品目 規格・品番等 個数 備考

ワークテーブル アールエフ　RFD-1575W 6
丸イス TOKIO　M-24M 45
作業台 サカエ　KT-593FIG 2
収納棚 プラス　L-6615-5 10
フォールディングテーブル フォールディングテーブル YG-1860W 5
フォールディングテーブル フォールディングテーブル YG-1845W 20
スタッキングチェア スタッキングチェア PS-10 BK 36
スタッキングチェア用台車 チェアポーター　PS-D25 2
展示ボード Fke　SG型 10
展示ボード用ポール Fke　JSC型 28
パネル収納運搬車 Fke 1
ホワイトボード プラス　JB-R360 3
ボード関連資材 両面フック30、ワイヤー30、フックピン30

電気製品 電話 パナソニック 1

那須高原ビジターセンター
種別 品目 規格・品番等 個数 備考

収納棚 フクフジ　FBL150-2112454 2
保管庫 PLUS L5-180A 1
下駄箱 SH-G6B 2
傘立て コクヨ　US-PK45j（鍵あり）、テラモトUB-

285-248（鍵無し）
2

清掃用具入れ 掃除用具庫　W608 CL-13W 2
応接セット センターテーブル1、ソファ1人掛4、ソファ3

人掛1
ローテーブル PT-1260CE 1
シェルフ アイリスオーヤマ　ウッディななめシェルフ 2
ストーブ柵 HearthGate5616-1600-15 1
折り畳みテーブル座卓タイプ SA-1845ZN 6
フォールディングテーブル フォールディングテーブル YG-1860W 5
フォールディングテーブル フォールディングテーブル　YG-1845 15
スタッキングチェア PS-10BK 120
スタッキングチェア用台車 PS-D25 3
ホワイトボード PLUS JB-R360 2
脚立 ハイロ60012 2
踏み台 長谷川工業 SU-7 1

電子機器 GPS GarminGPSmap62SJ 1
プロジェクター NEC V260W 1
移動式スクリーン Grandview 1
電話 パナソニック 7 事務室、

レク
チャー
ルーム、
会議室内

洗濯機 日立NW-6MY白い約束 1
冷蔵庫 モリタMR-D09BB 1
冷凍庫 日立RF-U11ZF 1

電気製品

光学機器

オフィス
家具

その他

オフィス
家具



除雪機 ヤナセ 1
ジグソー 日立CJ110MV 1
ブロワ 日立RB40VA 1
ストック LODESTONE 40
スノーシュー（大人用） ATLAS#1831781 40
スノーシュー（子ども用） ATLAS#1831800、ATLAS#1831801 40
テント Logos Qset Combi Tarp 300-K 2
毛布 災害用備蓄毛布 10
救護用装備 マット2、寝袋1、保温シート1
無線機 STANDARD VDX10 5
車椅子 ヤガミYS-1KN 2
担架 ヤガミMT-6 1
文房具類 手提金庫1、コルクボード12、ブラックボー

ド5、イーゼル5
清掃機材 高所窓拭きワイパー1
工具類 電動式インパクト2、鞘鉈3、鞘鉈左利き用

1、手斧2、ラチェットレンチセット2、剪定
その他機材 台車2、道路コーン30、コーンバー10、座布

団10

その他

貸出用品
等

作業用品


