
仕   様   書

１ 件名 

   公用自動車リース契約（令和元年度その１） 

２ リース期間  

   別紙１「リース車両納入先内訳表」（以下「別紙１」という。）に記載のとおり 

３ リース車両 

 (1) 車両数  ５３台 

  (2) 内 訳  別紙１のとおり 

４ 車両の仕様（全車共通） 

 (1) 新規製造車両であること。 

 (2) 国土交通省が認定する低排出ガス車（車体形状が箱型については平成１７年度基準

排出ガス７５％低減レベル以上、車体形状がバン及びキャブオーバについては平成

１９年基準に適合以上）であること。 

 (3) 総排気量等：６５０ｃｃ以上、６６０ｃｃ以下 

長さ３．４ｍ以下、幅１．４８ｍ以下、高さ２．０ｍ以下 

 (4) キ   ー：３本を要す 

    ※うち２本は賃借人が保管する。この２本については、キーホルダー等により     

車両所有の会社名を表示のこと。なお、残りの１本は原則として賃貸人が保管す

ることとするが、賃借人での保管が困難な場合は応相談とする。 

     また、キーの形式番号を記録し、書面で庁舎管理課に提出すること。 

 (5) 自動車の種別用途等、車体の形状、各種仕様等：別紙１に記載のとおり 

 (6) 装   備：車種別共通仕様書及び特記仕様書のとおり。

(7) 塗 装 等： 

   ①ボディカラー：別紙１のとおり 

   ②ネーム入れ ：別紙１のとおり 

 別紙１の「ネーム入れ」欄に「岡山市」又は「岡山市消防局」と記載する車両

については、車体左右後部の２カ所にステッカーシールによりネーム入れを行う

こと。また、ネームは別紙１の記載内容と同じとすること。 

     なお、文字の具体的仕様は次のとおりとする。 

      ○文 字 色：黒 

       ○字   体：丸ゴシック 

      ○文字サイズ：８㎝×８㎝程度（１文字） 

      ○文 字 間：１文字分程度 

      ○文 字 方 向：左書き 

          ○貼 付 位 置：別途指示 

   ③ステッカーの貼付 

     車両右側面後部ガラスに、車両毎に指定する色の円形ステッカーを貼付するこ



と。このステッカーについては、庁舎管理課から支給する。 

 (8) 車両の納入及び引取 

   ①納入日時：別紙１に記載のリース開始日午後５時１５分まで 

   ②納入先等：別紙１に記載のとおり 

③納入条件：燃料を２０リットル補給しておくこと。 

ただし、納車時における減量は考慮しない。 

   ④引  取：リース期間満了後の引取元等は上記②の納入先等に同じ 

         ※ただし、引取元等については、契約期間中の使用担当部署の変更等 

          に合わせ対応すること。

   ⑤そ の 他：リース開始日以前に納入することも可能。納入部署の担当者と協議の

上、納入日時を決定すること。

 (9)自動車検査証記載上の注意 

    自動車検査証の記載事項中「使用者氏名又は名称」「使用者住所」「使用の本拠

の位置」は次のとおりとする。 

          ○使用者氏名又は名称：岡山市 

     ○使用者住所：岡山市北区大供一丁目１番１号 

     ○使用の本拠の位置：別紙１のとおり 

また、記載事項の変更が必要なものについては、車両関連法規に違背することの

ないよう、納車時までに手続を行うこと。

５ リースの方法 

   上記３の車両を７に掲げるメンテナンス付きでリースする。 

６ 月間予想走行距離（１台当たり） 

     約７００km 

７ メンテナンス内容 

 (1) 定期点検(新車１ヶ月点検及び６か月毎) 

 (2) 法定点検 

  (3) 車検整備 

  (4) 故障修理（架装部分を含む。） 

 (5) タイヤ、バッテリー交換（必要に応じて。パンク修理含む。） 

 (6) オイル交換（自動車メーカー交換基準による。） 

 (7) 消耗品交換及び補充 

 (8) その他安全走行に必要な点検・修理 

８ リース料の積算について 

   落札決定後、日付及び社名印を記入の上「月額リース料及び残価内訳表」（別紙２）

及び「リース車両価格内訳表」（別紙３）を提出すること。 

９ リース料の支払方法 

   毎月払い（履行後翌月払い） 



10 リース料に含まれるもの 

 (1) 車両登録費用 

  (2) 軽自動車税（環境性能割） 

 (3) 軽自動車税（種別割） 

  (4) 自動車重量税 

  (5) 自動車損害賠償責任保険料 

 (6) ７に定めるメンテナンスに要する費用 

 (7) 登録抹消に要する費用 

 (8) 車体表示抹消費用 

 (9) ｢使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に定める費用 

11 契約保証人 

    岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号）第３５条により１名必要。 

12 その他 

 (1) 納車時における車両の仕様確認について、別途岡山市が示す方法により行うこと。 

 (2) 点検・整備等の記録を当該車両内に保管すること。 

 (3) 車体内にリース会社名、メンテナンス工場名及びそれぞれの連絡先を表示すること  

（キーとは別途とする）。 

 (4) リース会社の窓口、担当者、連絡網等を明確にすること。 

 (5) 別紙１により冬タイヤ付きの車両を納入する際は、冬タイヤ用として別途ホイール 

に組み込んだものを用意すること。 

 (6) 車両の使用に支障が生じないように整備を万全の体制で行うこと。 

 (7) 事故、故障等使用に支障が生じるような場合は、開庁日（岡山市の休日を定める条

例（平成元年市条例第 44号）に規定する休日を除く日）については、万全な体制で

迅速に対応すること。 

 (8) 車種、登録番号、リース期間、走行距離、点検整備内容、修繕等の車両に関するデ 

ータベースを作成し、その情報を本市の必要に応じて提供すること。 

 (9) 点検・整備を行う場合は、事前に点検・整備計画書を作成し提出すること。 

 (10)リース期間満了後は、速やかに車両を引き取ること。引き取りの具体的日時及び方

法については、使用担当部署と協議の上決定すること。 

 (11)リース期間満了後の車両は、速やかに車体表示を抹消すること。また、仕様書によ

り貼付したその他のステッカーについても、すみやかに剥離すること。 

 (12)本市の車両運行管理業務全般に関し、支援を行うこと。 

  (13)本市が実施する事故防止のための講習会、研修会等に対して支援を行うこと。 

(14)本契約にかかる提出物、事務連絡等に使用する言語は、全て日本語にて行うこと。 

(15)本仕様書その他設計図書に定めのない事項又は契約後疑義が生じた場合は、本市と 

協議のうえ決定するものとする。 

13 担当課及び問い合わせ先  

   岡山市北区大供一丁目１番１号 

    岡山市総務局総務部庁舎管理課 

TEL（０８６）８０３－１１５２



軽自動車貨物（バン（１BOX））装備共通仕様書

  車高１，７４０ｍｍ以上（参考車名：ハイゼットカーゴ） 

下記の装備を備えていること。 

   ①エアバッグ（運転席・助手席） 

②アンチロックブレーキングシステム   

   ③エアコン

   ④パワーステアリング 

      ⑤ＡＭ／ＦＭラジオ 

   ⑥時計 

   ⑦サンバイザー（運転席・助手席） 

   ⑧ドアバイザー（フロント） 

   ⑨フロアマット（キャビン内全部） 

   ⑩アシストグリップ（助手席） 

   ⑪キー抜き忘れ警告ブザー 

   ⑫ライト消し忘れ警告ブザー 

   ⑬ツール（工具）セット 

⑭ハイマウントストップランプ 

   ⑮ドアバイザー（後席） 

   ⑯乗降グリップ（運転席・助手席） 

   ⑰荷室マット（３ｍｍ以上） 

   ⑱スライドドア窓の開閉が可能なこと 

⑲後席３点式ＥＬＲシートベルト

⑳全ドア一括ロック



軽自動車貨物（キャブオーバ（トラック））装備共通仕様書

  車高１，７４０ｍｍ以上（参考車名：ハイゼットトラック） 

下記の装備を備えていること。 

   ①エアバッグ（運転席・助手席） 

②アンチロックブレーキングシステム 

   ③エアコン

   ④パワーステアリング 

      ⑤ＡＭ／ＦＭラジオ 

   ⑥時計 

   ⑦サンバイザー（運転席・助手席） 

   ⑧ドアバイザー（フロント） 

   ⑨フロアマット（キャビン内全部） 

   ⑩アシストグリップ（助手席） 

   ⑪キー抜き忘れ警告ブザー 

   ⑫ライト消し忘れ警告ブザー 

   ⑬ツール（工具）セット 

   ⑭乗降グリップ（運転席・助手席） 

   ⑮荷台ゴムマット（５mm） 



軽自動車乗用（箱型（車高 1,661mm 以上））装備共通仕様書

車高１，６６１ｍｍ以上（参考車名：タント）

下記の装備を備えていること。 

①エアバッグ（運転席・助手席）  

②アンチロックブレーキングシステム 

   ③エアコン

   ④パワーステアリング 

      ⑤ＡＭ／ＦＭラジオ 

   ⑥時計 

   ⑦サンバイザー（運転席・助手席） 

   ⑧ドアバイザー（フロント） 

   ⑨フロアマット（キャビン内全部） 

   ⑩アシストグリップ（助手席） 

   ⑪キー抜き忘れ警告ブザー 

   ⑫ライト消し忘れ警告ブザー 

   ⑬ツール（工具）セット 

   ⑭ハイマウントストップランプ 

   ⑮ドアバイザー（後席） 

   ⑯荷室マット（３ｍｍ以上） 

⑰後席３点式ＥＬＲシートベルト

⑱全ドア一括ロック 



軽自動車乗用（箱型（車高 1,660mm 以下）装備共通仕様書

車高１，４７５ｍｍ以上１，６６０ｍｍ以下（参考車名：ミライース）

下記の装備を備えていること。 

①エアバッグ（運転席・助手席）  

②アンチロックブレーキングシステム 

   ③エアコン

   ④パワーステアリング 

      ⑤ＡＭ／ＦＭラジオ 

   ⑥時計 

   ⑦サンバイザー（運転席・助手席） 

   ⑧ドアバイザー（フロント） 

   ⑨フロアマット（キャビン内全部） 

   ⑩アシストグリップ（助手席） 

   ⑪キー抜き忘れ警告ブザー 

   ⑫ライト消し忘れ警告ブザー 

   ⑬ツール（工具）セット 

   ⑭ハイマウントストップランプ 

   ⑮ドアバイザー（後席） 

   ⑯荷室マット（３ｍｍ以上） 

⑰後席３点式ＥＬＲシートベルト

⑱全ドア一括ロック 



＜別紙１＞
(1/2)

車体 駆動 ﾄﾗﾝｽ ﾎﾞﾃﾞｨ その他 使用の本拠 リース リース リース

形状 方式 ﾐｯｼｮﾝ ｶﾗｰ 特殊架装等 の位置 局室名 課名 保管場所 保管場所住所 電話番号 開始日 満了日 月数

1
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.4.1 R10.2.29 95

2
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市東区西大寺南１－２－４ 消防局 東消防署 署内 岡山市東区西大寺南１－２－４ 086-942-9119 R2.4.1 R10.2.29 95

3
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - － 岡山市南区妹尾８８０－１ 保健福祉局 南区西福祉事務所 西ふれあいｾﾝﾀｰ内 岡山市南区妹尾８８０－１ 086-281-9620 R2.4.1 R10.2.29 95

4
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 -
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市東区楢原４６６ 東区役所 上道地域センター 地域センター内 岡山市東区楢原４６６ 086-297-4211 R2.4.1 R10.2.29 95

5
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 白 岡山市 － 岡山市北区大供１－２－３ 北区役所 地域整備課 本庁地下 岡山市北区大供１－１－１ 086-803-1686 R2.4.1 R10.2.29 95

6
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 会館 岡山市北区鹿田町１－１－１ 086-803-1152 R2.4.1 R10.2.29 95

7
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市北区七日市西町６－１０
下水道河川
局

下水道施設管理課 旭西排水ｾﾝﾀｰ 岡山市北区七日市西町６－１０ 086-225-0646 R2.4.1 R10.2.29 95

8
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市東区西大寺新地４５３－５ 環境局 東部リサイクルプラザ プラザ内 岡山市東区西大寺新地４５３－５ 086-944-7122 R2.4.1 R10.2.29 95

9
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.4.1 R10.2.29 95

10
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 2WD AT 夏 白 -
簡易無線付替（特記仕様３）
フック等取付（特記仕様４）

ジャンボ（特記仕様５）
岡山市南区当新田４８６－１ 環境局 当新田事業所 事業所内 岡山市南区当新田４８６－１ 086-241-6185 R2.4.1 R10.2.29 95

11
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市南区当新田４８５－１ 環境局 第１事業所 事業所内 岡山市南区当新田４８５－１ 086-243-2771 R2.4.1 R10.2.29 95

12
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - － 岡山市中区桜橋１－２－４３ 保健福祉局 食肉衛生検査所 食肉衛生検査所内 岡山市中区桜橋１－２－４３ 086-272-8399 R2.4.1 R10.2.29 95

13
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 岡山市
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市北区栢谷１６８２ 北区役所 津高地域センター 地域センター内 岡山市北区栢谷１６８２ 086-294-2411 R2.4.1 R10.2.29 95

14
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 - － 岡山市東区西大寺南１－２－４ 東区役所 地域整備課 東区役所内 岡山市東区西大寺南１－２－４ 086-944-5048 R2.4.1 R10.2.29 95

15
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - － 岡山市中区桑野７１５－２ 保健福祉局 保健所健康づくり課 中区保健ｾﾝﾀｰ 岡山市中区桑野７１５－２ 086-274-5164 R2.4.1 R10.2.29 95

16
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市北区大供１－２－３
下水道河川
局

下水道河川計画課 東古松 岡山市北区鹿田町２－６４－１ 086-803-1434 R2.4.1 R10.2.29 95

17
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 4WD AT 夏・冬 白 -
ジャンボ（特記仕様５）

テールリフト（特記仕様６）
荷台ライト（特記仕様７）

岡山市北区今７－１６－１８ 北区役所 地域整備課 維持管理センター 岡山市北区今７－１６－１８ 086-803-1686 R2.4.1 R10.2.29 95

18
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - － 岡山市南区浦安南町４９５－５ 都市整備局 西部幹線道路建設課 南区役所内 岡山市南区浦安南町４９５－５ 086-902-3525 R2.4.1 R10.2.29 95

19
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 白 － － 岡山市北区富吉１４０１－３２ 北区役所 土木農林分室 分室内 岡山市北区富吉１４０１－３２ 086-286-9093 R2.4.1 R10.2.29 95

20
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 － － 岡山市南区妹尾８８０－１ 保健福祉局 保健所健康づくり課 南区西保健ｾﾝﾀｰ 岡山市南区妹尾８８０－１ 086-281-9625 R2.4.1 R10.2.29 95

21
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市南区浦安南町４９５－５ 南区役所 農林水産振興課 南区役所内 岡山市南区浦安南町４９５－５ 086-902-3520 R2.4.1 R10.2.29 95

22
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 2WD AT 夏 白 －
簡易無線付替（特記仕様３）
フック等取付（特記仕様４）

ジャンボ（特記仕様５）
岡山市北区野殿西町１－５ 環境局 野殿事業所 事業所内 岡山市北区野殿西町１－５ 086-214-5841 R2.4.1 R10.2.29 95

23
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市北区野殿西町４２７－１ 消防局 西消防署 署内 岡山市北区野殿西町４２７－１ 086-256-1119 R2.4.1 R10.2.29 95

24
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市東区西大寺南１－２－４ 消防局 東消防署 署内 岡山市東区西大寺南１－２－４ 086-942-9119 R2.4.1 R10.2.29 95

25
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市南区浦安南町４９５－５ 南区役所 地域整備課 南区役所内 岡山市南区浦安南町４９５－５ 086-902-3527 R2.4.1 R10.2.29 95

26
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,661mm以上）
2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.4.1 R10.2.29 95

27
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 白 岡山市
ドラレコ（特記仕様１）

スピーカー、録音再生装置
（特記仕様２）

岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.4.1 R10.2.29 95

28
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - － 岡山市北区谷万成２－６－３３ 保健福祉局 保健所健康づくり課 北区北保健ｾﾝﾀｰ 岡山市北区谷万成２－６－３３ 086-251-6515 R2.5.1 R10.3.31 95

29
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

30
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 岡山市 － 岡山市中区平井１０９４－４ 保健福祉局 高齢者福祉課 平井ｻﾝﾎ-ﾑ 岡山市中区平井１０９４－４ 086-803-1231 R2.5.1 R10.3.31 95

31
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

32
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

リース車両納入先内訳表

№
自動車の種別

タイヤ
ネーム
入れ

納　入  先

用途等
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車体 駆動 ﾄﾗﾝｽ ﾎﾞﾃﾞｨ その他 使用の本拠 リース リース リース
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リース車両納入先内訳表

№
自動車の種別

タイヤ
ネーム
入れ

納　入  先

用途等

33
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

34
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

35
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市中区神下１３３－３ 市民協働局 人権推進課 福祉交流プラザさいでん 岡山市中区神下１３３－３ 086-803-1070 R2.5.1 R10.3.31 95

36
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市東区富崎７２８－１ 市民協働局 人権推進課 福祉交流プラザ雄神 岡山市東区富崎７２８－１ 086-803-1070 R2.5.1 R10.3.31 95

37
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市北区岩井２－４－１ 市民協働局 人権推進課 福祉交流プラザ三友 岡山市北区岩井２－４－１ 086-803-1070 R2.5.1 R10.3.31 95

38
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.5.1 R10.3.31 95

39
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 - － 岡山市南区浦安南町４９５－５ 都市整備局 西部幹線道路建設課 南区役所内 岡山市南区浦安南町４９５－５ 086-902-3525 R2.5.1 R10.3.31 95

40
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 - － 岡山市中区西川原１７３－１

岡山っ子育
成局

こども福祉課 善隣館 岡山市中区西川原１７３－１ 086-272-2798 R2.6.1 R10.4.30 95

41
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市中区浜３－７－１５ 財政局 中区市税事務所 中区役所内 岡山市中区浜３－７－１５ 086-901-1608 R2.6.1 R10.4.30 95

42
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 白 岡山市
ドラレコ（特記仕様１）
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.6.1 R10.4.30 95

43
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,660mm以下）
2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 立体 岡山市北区大供１－７－１２３ 086-803-1152 R2.7.1 R10.5.31 95

44
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市南区北浦７１６ 南区役所 児島地域センター 地域センター内 岡山市南区北浦７１６ 086-267-2231 R2.7.1 R10.5.31 95

45
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 － － 岡山市南区浦安南町４９５－５ 南区役所 市民保険年金課 南区役所内 岡山市南区浦安南町４９５－５ 086-902-3515 R2.7.1 R10.5.31 95

46
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市 － 岡山市北区大供１－１－１ 財政局 監理検査課 東古松 岡山市北区鹿田町２－６４－１ 086-803-1160 R2.8.1 R10.6.30 95

47
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 － 簡易無線付替（特記仕様３） 岡山市南区当新田４８６－１ 環境局 当新田事業所 事業所内 岡山市南区当新田４８６－１ 086-241-6185 R2.9.1 R10.7.31 95

48
軽自動車
貨物

自家用 キャブオーバ 4WD AT 夏・冬 白 － ジャンボ（特記仕様５） 岡山市中区浜３－７－１５ 環境局
環境事業課（中区ごみ
対策班）

中区役所内 岡山市中区浜３－７－１５ 086-901-1635 R2.9.1 R10.7.31 95

49
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）
岡山市東区西大寺南１－２－４ 消防局 東消防署 署内 岡山市東区西大寺南１－２－４ 086-942-9119 R2.10.1 R10.8.31 95

50
軽自動車
乗用

自家用
箱型

（車高1,661mm以上）
2WD CVT 夏 白 － ドラレコ（特記仕様１） 岡山市北区大供１－１－１ 総務局 庁舎管理課 会館 岡山市北区鹿田町１－１－１ 086-803-1152 R2.10.1 R10.8.31 95

51
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 4WD AT 夏・冬 黄・白 岡山市 道路作業車仕様（特記仕様８） 岡山市北区丸の内２－３－３ 中区役所 地域整備課 維持管理センター 岡山市北区丸の内２－３－３ 086-222-4992 R2.10.1 R10.8.31 95

52
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 － － 岡山市北区谷万成２－６－３３ 保健福祉局 北区北福祉事務所 北ふれあいｾﾝﾀｰ内 岡山市北区谷万成２－６－３３ 086-251-6530 R2.11.1 R10.9.30 95

53
軽自動車
貨物

自家用 バン（１BOX) 2WD AT 夏 白 － － 岡山市南区福田６９０－１ 保健福祉局 南区南福祉事務所 南ふれあいｾﾝﾀｰ内 岡山市南区福田６９０－１ 086-230-0321 R2.11.1 R10.9.30 95
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リース リース 月額ﾘｰｽ料 消費税 ﾘｰｽ ﾘｰｽ料 残価

開始日 満了日 （円） （円） 月数 合計（円） （円）

1 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

2 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

3 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

4 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

5 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

6 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

7 キャブオーバ 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

8 キャブオーバ 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

9 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

10 キャブオーバ 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

11 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

12 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

13 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

14 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

15 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

16 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

17 キャブオーバ 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

18 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

19 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

20 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

21 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

22 キャブオーバ 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

23 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

24 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

25 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

26 箱型
（車高1,661mm以上）

令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

27 バン（１BOX) 令和2年4月1日 令和10年2月29日 95

28 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

29 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

30 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

31 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

32 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

月額リース料及び残価内訳表

№ 形状



＜別紙２＞
(2/2)

リース リース 月額ﾘｰｽ料 消費税 ﾘｰｽ ﾘｰｽ料 残価

開始日 満了日 （円） （円） 月数 合計（円） （円）
№ 形状

33 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

34 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

35 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

36 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

37 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

38 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

39 バン（１BOX) 令和2年5月1日 令和10年3月31日 95

40 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年6月1日 令和10年4月30日 95

41 バン（１BOX) 令和2年6月1日 令和10年4月30日 95

42 バン（１BOX) 令和2年6月1日 令和10年4月30日 95

43 箱型
（車高1,660mm以下）

令和2年7月1日 令和10年5月31日 95

44 バン（１BOX) 令和2年7月1日 令和10年5月31日 95

45 バン（１BOX) 令和2年7月1日 令和10年5月31日 95

46 バン（１BOX) 令和2年8月1日 令和10年6月30日 95

47 バン（１BOX) 令和2年9月1日 令和10年7月31日 95

48 キャブオーバ 令和2年9月1日 令和10年7月31日 95

49 バン（１BOX) 令和2年10月1日 令和10年8月31日 95

50 箱型
（車高1,661mm以上）

令和2年10月1日 令和10年8月31日 95

51 バン（１BOX) 令和2年10月1日 令和10年8月31日 95

52 バン（１BOX) 令和2年11月1日 令和10年9月30日 95

53 バン（１BOX) 令和2年11月1日 令和10年9月30日 95

総　計　（※）

※必ず落札金額（契約金額）と同額となるように内訳表を作成すること



＜別紙３＞
(1/2)

車両本体
価格

付属品
ｵﾌﾟｼｮﾝ等

架装等

1 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１）

2 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

3 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 - －

4 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 -
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

5 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏・冬 白 岡山市 －

6
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.4.1 R10.2.29 2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

7 キャブオーバ R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 岡山市 －

8 キャブオーバ R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 岡山市 －

9 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

10 キャブオーバ R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 -
簡易無線付替（特記仕様３）
フック等取付（特記仕様４）

ジャンボ（特記仕様５）

11 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 岡山市 －

12 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 - －

13 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 岡山市
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

14 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 - －

15
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.4.1 R10.2.29 2WD CVT 夏 白 - －

16 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 岡山市 －

17 キャブオーバ R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏・冬 白 -
ジャンボ（特記仕様５）

テールリフト（特記仕様６）
荷台ライト（特記仕様７）

18 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 - －

19 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏・冬 白 － －

20
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.4.1 R10.2.29 2WD CVT 夏 白 － －

21 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 岡山市 －

22 キャブオーバ R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 －
簡易無線付替（特記仕様３）
フック等取付（特記仕様４）

ジャンボ（特記仕様５）

23 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏・冬 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

24 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

25 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏 白 岡山市 －

26
箱型

（車高1,661mm以上）
R2.4.1 R10.2.29 2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１）

27 バン（１BOX) R2.4.1 R10.2.29 4WD AT 夏・冬 白 岡山市
ドラレコ（特記仕様１）

スピーカー、録音再生装置
（特記仕様２）

28
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.5.1 R10.3.31 2WD CVT 夏 白 - －

29 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

30
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.5.1 R10.3.31 2WD CVT 夏 白 岡山市 －

31
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.5.1 R10.3.31 2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

32 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１）

33
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.5.1 R10.3.31 2WD CVT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

その他
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34
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.5.1 R10.3.31 2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１）

35 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 岡山市 －

36 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 岡山市 －

37 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 岡山市 －

38 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 - ドラレコ（特記仕様１）

39 バン（１BOX) R2.5.1 R10.3.31 2WD AT 夏 白 - －

40
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.6.1 R10.4.30 2WD CVT 夏 白 - －

41 バン（１BOX) R2.6.1 R10.4.30 2WD AT 夏 白 岡山市 －

42 バン（１BOX) R2.6.1 R10.4.30 4WD AT 夏・冬 白 岡山市
ドラレコ（特記仕様１）

スピーカー、録音再生装置
（特記仕様２）

43
箱型

（車高1,660mm以下）
R2.7.1 R10.5.31 2WD CVT 夏 白 岡山市 ドラレコ（特記仕様１）

44 バン（１BOX) R2.7.1 R10.5.31 2WD AT 夏 白 岡山市
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

45 バン（１BOX) R2.7.1 R10.5.31 2WD AT 夏 白 － －

46 バン（１BOX) R2.8.1 R10.6.30 2WD AT 夏 白 岡山市 －

47 バン（１BOX) R2.9.1 R10.7.31 2WD AT 夏 白 － 簡易無線付替（特記仕様３）

48 キャブオーバ R2.9.1 R10.7.31 4WD AT 夏・冬 白 － ジャンボ（特記仕様５）

49 バン（１BOX) R2.10.1 R10.8.31 2WD AT 夏 白 岡山市消防局
スピーカー、録音再生装置

（特記仕様２）

50
箱型

（車高1,661mm以上）
R2.10.1 R10.8.31 2WD CVT 夏 白 － ドラレコ（特記仕様１）

51 バン（１BOX) R2.10.1 R10.8.31 4WD AT 夏・冬 黄・白 岡山市 道路作業車仕様（特記仕様８）

52 バン（１BOX) R2.11.1 R10.9.30 2WD AT 夏 白 － －

53 バン（１BOX) R2.11.1 R10.9.30 2WD AT 夏 白 － －


