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令和２年４月１３日 

旧国保松戸市立病院跡地活用事業者公募型プロポーザル 

質問事項回答書 

 令和２年３月２３日（月）から令和２年４月３日（金）までに受け付けました質問事

項につきまして、以下のとおり回答いたします。 
 本質問事項回答書は、募集要項及び公有財産売買契約書の一部として解釈してくださ

い。 

 
№ 質 問 内 容 回 答 

1 
一次審査の評価ランク(A～E)に関し

て、相対評価か絶対評価か 

相対評価になる要素が高いと考えま

す。 

2 

350 ㎡以上が義務づけられている医療

施設に関して、上限はないのか 

(仮に大規模医療施設ができると、松

戸市立総合医療センターに弊害が生

まれると考えないのか) 

医療施設の面積について、上限はあり

ません。 

詳細は、募集要項 18 頁 4．（1）をご参

照ください。 

(なお、提案いただく医療施設について

は、募集要項 30 頁エの事業提案評価項目

１（1）に示すとおり、当院にとって有益

で、当院と連携強化が図れるかについて、

評価するものです。) 

3 

コロナウイルスの影響により緊急事

態宣言等が発令された場合、どの程度

まで変更等を考えているのか(現段階

でのスケジュール変更や内容変更等

があるのか) 

現時点におきましては、スケジュール

の変更は考えておりません。 

なお、今後変更がある場合は、募集要

項 42 頁 8．アのとおりです。 

4 
引渡日から二年以内に工事着手とあ

るが、どのような定義か 

募集要項 18 頁 4．（4）アをご参照くだ

さい。 

5 

選考委員会に医療関係者が多いが、医

療というテーマの比重が高いという

ことなのか 

募集要項 30 頁エの事業提案評価項目

１（1）の配点に示すとおりです。 

6 

都市計画法に定める開発行為に該当

した場合、松戸市の条例では住宅の開

発が 3000 ㎡以上の場合、提供公園が

必要になるが、A 社が共同住宅用地を

3000㎡未満とB社が約12000㎡で商業

共同住宅用地 3,000 ㎡未満の場合、公

園等の設置は必要ありません。 

商業病院施設用地の約 12,000 ㎡に対

しては、都市計画法施行令第 25 条第 6

号を適用し 3％の空地を確保することに
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病院施設を建設しようとした場合、提

供公園は必要になるのか 

より公園等の設置を免除する緩和措置が

あります。 

7 

A 社が全ての敷地で商業施設を建設し

ようとした場合、提供公園は必要にな

るのか 

都市計画法施行令第25条第6号を適用

し 3％の空地を確保することにより公園

等の設置を免除する緩和措置がありま

す。 

8 
公園が必要な場合は、自主管理広場で

も可能か 

主として住宅の建築の用に供する目的

で行う都市計画法第 29 条による開発行

為で公園等を設置した場合は、市に帰属

となります。都市計画法第 29 条によらな

い場合は、自主管理とすることが出来ま

す。 

主として住宅の建築の用に供する目的

以外で行う都市計画法第 29 条による開

発行為で公園等を設置した場合は、管理

者を定めたうえで自主管理とすることが

出来ます。同様の目的で都市計画法第２

９条によらない場合も自主管理とするこ

とが出来ます。 

9 
審査の点数が同一の場合、価格点か提

案点どちらを優先するのか 

募集要項 31 頁～32 頁（11）イをご参

照ください。 

10 

事業提案は変わらない条件下で、落札

した後に入札参加登録しており入札

に参加した企業への転売は可能か 

他の参加者（グループ構成員を含む）

への転売は禁止します。 

11 

参加者登録に関して、提案内容が変わ

らなければ、事業者が変わることは可

能か(転売の時期)  

募集要項 24 頁（6）ア（エ）をご参照

ください。 

転売については、募集要項 18 頁 4．（4）

ウをご参照ください。 

転売先は、募集要項 25 頁イの参加者の

資格要件を満たすなど、病院事業と協議

することとなります。 

なお、他の参加者（グループ構成員を

含む）への転売は禁止します。  

 

12 転売で利益を出すことは可能か 制限を設けておりません。 
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13 
入札時は単独事業者であったが、契約

前に事業者を増やすことは可能か 
できません。 

14 
照明器具にPCBはないと考えてよろし

いでしょうか。 
よろしいです。 

15 

過去、敷地内に焼却炉はありましたで

しょうか。あった場合、どの場所でし

ょうか。 

過去に焼却炉があった経緯はありま

す。 

詳細は、募集要項 39 頁 7．（1）⑩B1

平面図をご参照ください。 

16 

「フロン類の仕様の合理化及び管理

の適正化に関する法律」にもとづくフ

ロン類の種類と保管量に関する数量

を教えてください。 

別紙のとおり、フロンの回収処分を実

施しておりますが、その他のエアコンな

どの機器については実施しておりませ

ん。 

また、種類及び保管量については、把

握しておりません。 

17 

1 号棟のしゅん工年が昭和 42 年との

ことですが、外壁の PCB 塗装の有無に

関する検査結果はありますでしょう

か。 

外壁の PCB 塗装の有無に関する検査は

実施しておりません。 

18 

提供資料(5)土壌状況調査報告書⑤汚

染土壌数量一覧等におけるD5－8区画

の数量が色塗り範囲からすると少な

いように思います。18.9 ㎡でよいでし

ょうか。 

形質変更要届出区域の指定範囲は色塗

りの部分となりますが、汚染土壌を除去

する部分は、5 号館建物（地下部分）に

かかる部分は含まれないため、汚染土壌

の対象面積としましては、18.9 ㎡となり

ます。 

19 

＜参加者について＞ 
整備建物の「設計者」「建設業者」「テ

ナント」は参加者として取り扱わない

という認識でよろしいですか？ 

参加者として取り扱うかについては、

代表者が判断してください。 

ただし、参加者は、募集要項 25 頁イの

参加者の資格要件を満たす必要がありま

す。 

20 

＜売買契約について＞ 
『病院本体敷地』において、主たる整

備予定建物の用途が複数あり、各々の

事業者が事業を行う場合、売買契約時

に敷地を分割して契約することは可

能ですか？不可であればどのような

対応・手続きになりますか？一旦、複

数事業者連名で売買契約後に事業者

側で敷地分割することになります

各売却対象物件の持分を決定し、連名

での売買契約は可能です。 

 ただし、連名者は、参加者の代表者と

グループの構成員である必要がありま

す。 

 売買契約締結後の転売については、募

集要項 18 頁 4．（4）ウをご参照ください。 

 転売先は、募集要項 25 頁イの参加者の

資格要件を満たすなど、病院事業と協議
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か？ 
また、『病院本体敷地』『５号館敷地』

『レントゲンフィルム保管庫敷地』に

おいて、敷地ごとに別々の事業者が事

業を行う場合、敷地ごとに売買契約す

ることは可能ですか？一旦、複数事業

者連名で売買契約後に事業者側で分

離契約することになりますか？ 

することとなります。 

なお、他の参加者（グループ構成員を

含む）への転売は禁止します。  

 

21 

＜二次審査（公開プレゼンテーショ

ン）について＞ 
事業者側からの出席人数は、別途設定

され一次審査通過者へ連絡があるも

のと推察しますが、現時点で概ね何名

程度を予定されていますか？ 

現時点で決定していませんので、一次

審査通過者に後日お知らせします。 

22 

＜提供公園について＞ 
本件開発行為に該当する場合 
① 共同住宅と商業施設を分筆して計

画した場合、提供公園は共同住宅

敷地面積の 3％ 
と考えればよろしいでしょうか？ 

② 共同住宅と商業施設を86条1項一

団地認定にて計画した場合、提供

公園は共同住宅敷地面積の 3％と

考えればよろしいでしょうか？ 

分筆のいかんにかかわらず、建築基準

法における住居系以外の建築物の敷地分

は 3％の空地確保により、都市計画法施

行令第25条第6号の緩和措置が適用可能

です。 

23 

都市計画等による制限について、容積

率を 300%→200%,高度地区を未指定

→第 1 種高度地区の予定とあるが、用

途地域等それ以外の内容が変更にな

ることはあるのでしょうか。 

現時点での都市計画変更の内容としま 

しては、容積率を 300％から 200％へ変 

更、第一種高度地区の指定のみを予定し 

ております。 

24 

道路上空部分の歩道橋撤去について、

何等か手続きが必要か。あれば内容及

び想定される期間をご教示頂きたい

です。 

 歩道橋の撤去にあたっては、足場等を

道路上に設置することが考えられます

が、その際は松戸市建設部建設総務課に

道路占用許可申請を提出していただき、

松戸警察署に道路使用許可申請を提出し

ていただく必要があります。 
その他関係法令等に照らし合わせ、手

続きを行ってください。 
詳細につきましては、事前に撤去計画
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等について松戸市建設部建設総務課と協

議してください。 
協議終了後、申請書類提出から許可ま

では１週間程度かかり、道路占用料が発

生します。（詳細は、松戸市道路占用料条

例をご参照ください）。 
なお、松戸警察署とは別途協議してく

ださい。 

25 

全てが公共性の高い施設とは医療施

設、学校以外はどの様な施設か、明示

して頂きたいです。 

募集要項 18 頁 4．（3）については、提

案する施設全体が、医療施設、学校、介

護・福祉施設及び保育所などでなければ

協議に応じられません。 

募集要項 30 頁エの事業提案の評価項

目 2（1）アについては、地域の価値を高

める理由が妥当で、かつ公共性が高い施

設の部分の規模を評価するものです。 

なお、提案する施設が該当するかにつ

いては、具体的な用途を示し、担当部署

にお問い合わせください。 

26 
固定資産税評価額は、想定でいくらで

考えておけばよろしいでしょうか。 

固定資産税評価額の概算の金額につき

ましては、現時点で、家屋が、約 17 億

7,390 万円、土地が、約 17 億 2,597 万円

です。 

27 
土地及び建物の不動産取得税は、概算

額でいくらになるでしょうか。 

質問 NO.26 を参考にして算出してくだ

さい。 

詳細は、松戸県税事務所不動産取得税

課にお問い合わせください。 

28 
固定資産税及び都市計画税は、いくら

で考えておけばよろしいでしょうか。 

質問 NO.26 をご参照いただき、算出し

てください。 

詳細は、松戸市財務部固定資産課にお

問い合わせください。 

29 

＜第三者への譲渡について＞ 
募集要項 18 ページ 4．（4）ウのただ

し書きに則り、譲渡する第三者は、プ

レゼンテーションに参加した者でも

可能でしょうか？また、本プロポーザ

ルに参加し、一次審査を通過しなかっ

た者でも可能でしょうか？ 

他の参加者（グループ構成員を含む）

への転売は禁止します。  

転売については、募集要項 18 頁 4．（4）

ウをご参照ください。 

転売先は、募集要項 25 頁イの参加者の

資格要件を満たすなど、病院事業と協議

することとなります。 
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30 

本事業提案において、医療施設として

のみ利用する提案をすることは可能

でしょうか。 
可能です。 

31 

設置する医療施設の規模の上限はご

ざいますでしょうか。 
又、設置場所、階数の制限・希望等は

ございますでしょうか。 

医療施設の規模の上限はありません。 

また、設置場所、階数の制限等の希望

に定めはありません。 

32 

松戸市病院事業様、及び地域住民の方

が望まれている医療施設について、 
具体的なご要望がございましたら、ご

教授お願い致します。 

募集要項 4 頁 1．及び旧国保松戸市立

病院跡地売却に係るサウンディング型市

場調査実施要領 10 頁の「市立病院上本郷

跡地への医療施設誘致、早期決定を求め

る要望書（抜粋）」（松戸市病院事業ホー

ムページに掲載）をご参照ください。 

33 

様式 1-8「事業提案書に関する誓約書」

第 4 項目に記載がございます、 
「都市計画法、建築基準法及び松戸市

における宅地開発事業等に関する条

例の規定を満たしていることを担当

部署（松戸市街づくり部住宅政策課及

び建築審査課など）と確認済であるこ

と。（敷地設定、建築物の数を含む。）」

とは、 

具体的にどの程度まで確認済である

ことを求められているのか、 

ご教授お願い致します。 

関係法令に基づき、事業提案が実現可

能となる確認を求めるものです。 

34 

事業者提案による事業がもたらす予

測数や効果の根拠について、 
想定している事項がございましたら、

ご教授お願い致します。 

根拠は、参加者の判断で示してくださ

い。 

なお、詳細は、募集要項 28 頁エ（ｼ）

をご参照ください。 

35 

優先交渉権者決定後、売買契約締結の

際、公有財産売買契約書（案）第 16
条に記載の「瑕疵担保責任」という文

言を、2020 年 4 月 1 日の民法改正に

伴い、「契約不適合責任」という文言

に変更させて頂くことは可能でしょ

うか。 

変更することは可能と考えられます

が、契約の締結に関しましては、優先交

渉権者との協議により決定します。 

詳細は、募集要項 34 頁 6．（2）アをご

参照ください。  

36 
売買契約後、施設完成前に、事業提案

した内容を変更せず継承することを 
売買契約締結後の転売については、募

集要項 18 頁 4．（4）ウをご参照ください。 
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条件に所有権の一部又は全部を第三

者に地位譲渡することは可能でしょ

うか。 

転売先は、募集要項 25 頁イの参加者の

資格要件を満たすなど、病院事業と協議

することとなります。 

なお、他の参加者（グループ構成員を

含む）への転売は禁止します。  

37 

敷地アの容積率と高度地区の指定に

ついて、 
確定するまでのスケジュールをご教

授お願い致します。 

現時点でのスケジュールとしまして

は、都市計画変更案の縦覧や、千葉県と

の協議、都市計画審議会等を経て、令和

2年内の指定を予定しております。 

38 

事業提案内容は原則変更不可となっ

ておりますが、 
どの程度なら変更が可能でしょうか。 
例）集合住宅を提案した場合、用途は

変更せず、事業提案時から住戸の広

さ、配棟を変更する。 

変更案を提示いただき、病院事業との

協議事項となります。 

詳細は、募集要項 18 頁 4．（4）イをご

参照ください。  

39 

提案書に弊社役員会の承認を条件と

させて頂く旨の記載をさせて頂くこ

とは可能でしょうか。 

可能ですが、事業提案評価点に影響す

ると考えられます。 

詳細は、募集要項 28 頁エ（シ）をご参

照ください。 

40 
北側擁壁の安全性を示す資料があれ

ばご開示お願い致します。 
ありません。 

41 

募集要項 P4 
1. 旧国保松戸市立病院跡地活用事業

者公募型プロポーザルの主旨 

 
「医療施設の誘致」を地域からの要望

として挙げているが、その他に地域か

ら求められている業種、業態等はあり

ますでしょうか。 

旧国保松戸市立病院跡地売却に関する

説明会のアンケート結果及び旧国保松戸

市立病院跡地売却に係るサウンディング

型市場調査実施要領 10 頁の「市立病院上

本郷跡地への医療施設誘致、早期決定を

求める要望書（抜粋）」を参考にしてくだ

さい。（松戸市病院事業ホームページに掲

載） 

42 

募集要項 P7  
都市計画等による制限 
容積率、高度地区はいつ都市計画変更

するでしょうか。 

現時点でのスケジュールとしまして

は、都市計画変更案の縦覧や、千葉県と

の協議、都市計画審議会等を経て、令和

2年内の指定を予定しております。 

43 

募集要項 P9 
3.留意事項(2) 
機械室等の配管保湿剤にアスベスト

含有とありますが、エルボ部分で良い

当該部分は、アスベスト分析調査を行

っていないため、判断できません。 
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のでしょうか。改修等で新しくなり含

有なしの場合がありますので数量を

教えてください。 

44 

同上 
3.の(2)のアの(ア) 
1 号館 5 階天井内にアスベスト含有と

なっておりますが、吹付石綿で良いの

でしょうか。天井全体にあるのが梁柱

にあるのでしょうか。他の階にはない

のでしょうか。 

募集要項 40 頁 7．（2）①以外の情報は

ありません。 

45 

同上 
3.の(2)のアの(エ) 
3 号館と 5 号館の煙突内部にアスベス

ト含有とありますが、カポスタックで

すか、ハイエスタックですか。 

把握できる資料はありません。 

46 

募集要項 P10 
3.の(2)のアの(オ) 
1～5 号館・道路境界囲い壁・レント

ゲンフィルム保管庫の外壁にアスベ

スト含有とありますが、塗材なのか下

地調整材なのかどちらでしょうか。工

法の指定はあるのですか。 

前述の質問につきましては、下地調整

材となります。 

詳細は、募集要項 40 頁 7．（2）⑤及び

⑥をご参照ください。 

後述の質問につきましては、アスベス

ト除去の工法は、指定はありません。 

除去にあたっては、募集要項9頁3．（2）

をご参照ください。 

47 

同上 
上記の各棟の使用部位(東西南北・

庇・上裏等)はどの範囲ですか。囲い

壁は両面ですか、片面ですか。 

明確な範囲は把握していません。 

なお、使用部位につきましては、募集

要項 39 頁 7．（1）を参照とし、参加者が

判断してください。 

48 

募集要項 P9～10 
このページ内に表記してある以外に

はアスベスト無しで良いのでしょう

か。各棟の仕様書と詳細図面はあるの

でしょうか。 

アスベスト分析調査結果につきまして

は、募集要項 9頁から 10 頁に記載された

とおりです。 

その他につきましては、調査を実施し

ていないため、アスベスト含有の有無は

把握しておりません。 

49 

募集要項 P18 
4.留意事項(その他、事業提案及び事業

者に付す条件) 
(1)求める医療施設について 
350 ㎡以上の病院又は診療所とある

可能です。 
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が、クリニックモール用途の提案は可

能でしょうか。 

50 

募集要項 P18 
4.留意事項（4）ウ 
住宅の販売等住居に関するもの以外、

第三者への譲渡はできません。とあり

ますが、戸建て分譲、マンション分譲、

住宅販売を目的とする土地の分譲は

可能と考えてよろしいでしょうか。ま

た、上記を行う事業者への一部土地転

売は可能と考えてよろしいでしょう

か。 

転売については、募集要項 18 頁 4．（4）

ウをご参照ください。 

転売先は、募集要項 25 頁イの参加者の

資格要件を満たすなど、病院事業と協議

することとなります。 

なお、他の参加者（グループ構成員を

含む）への転売は禁止します。   

 

51 

同上 
テナント入居者が途中退去してしま

った場合、同業に限定されるのか。 
また、テナントリーシング状況により

提案以外の科目になった場合は 
協議可能でしょうか。 

変更案を提示いただき、病院事業との

協議事項となります。 

詳細は、募集要項 18 頁 4．（4）イをご

参照ください。   

52 

同上 
クリニックモールの共用部分(待合ス

ペース等)を含めて 350 ㎡以上と考え

てよいでしょうか。 

医療法上の届出などの面積と一致して

いれば、面積に算入することは可能と考

えられます。 

53 

募集要項 P18 
 (3)容積率について 
「全てが公共性の高い施設の事業提

案である場合、容積率を緩和できる場

合がある」とありますが、どういった

施設がそれに該当するでしょうか。 

提案する施設全体が、医療施設、学校、

介護・福祉施設及び保育所などです。 

54 

募集要項 P18 
(4)事業提案等に関する条件について 

ア 
引き渡し日から 2 年以内に工事着手

とありますが、コロナウイルスの影響

等で遅れてしまう場合、ペナルティ等

は発生するのでしょうか。 

今後の動向により、募集要項 19 頁（7）

アただし書きに該当するかを判断いたし

ます。 
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55 

募集要項 P18 
(4)事業提案等に関する条件について 

イ 
施設の完成後 10 年間は事業提案され

た内容を変更できないとありますが、

期間内にテナントが退去した時など

は、施設に新たに誘致するテナントは

同業種に限られるのでしょうか。 

変更案を提示いただき、病院事業との

協議事項となります。 

詳細は、募集要項 18 頁 4．（4）イをご

参照ください。   

56 

同上 
天変地異とあるが、コロナウイルスの

影響等は含めるのでしょうか。 

今後の動向により、募集要項 18 頁 4．

（4）イただし書きに該当するかを判断い

たします。  

57 

募集要項 P20 
4.留意事項(その他、事業提案及び事業

者に付す条件) 
(10)地域住民との関係(説明会の義務

付け)について 
売買契約締結後速やかに地域住民説

明会を行うとありますが、いつまでに

行うべきかご教示ください。また、公

募期間中に地域ニーズのヒアリング

を行うことは可能でしょうか。 

説明会の開催時期につきましては、特

に期限は設けませんが、地元住民への事

業提案内容の説明を求める旨の趣旨をご

理解ください。 

地域ニーズのヒアリングについては、

制限を定めていませんので、参加者の責

任で判断してください。 

なお、募集要項 27 頁エ（ｶ）に留意し

てください。 

58 

募集要項 P22 
5.本プロポーザルの手続き 
スケジュール(11) 
二次審査におけるプレゼンテーショ

ンの審査員の構成を教えてください。 

募集要項 29 頁ウ及び 31 頁（11）をご

参照ください。 

59 

募集要項 P23 
5.本プロポーザルの手続き 
(5)参加登録受付 
参加登録を行うのは本プロポーザル

の参加者とありますが、建設事業者及

びテナント等はグループ構成員とな

りますでしょうか。 

参加者として取り扱うかについては、

代表者が判断してください。 

ただし、参加者は、募集要項 25 頁イの

参加者の資格要件を満たす必要がありま

す。 

60 

募集要項 P24 
(6)参加登録資格審査 イ 
やむを得ずテナントの業種が変更と

なった際はペナルティは発生します

でしょうか。 

変更案を提示いただき、病院事業との

協議事項となります。 

詳細は、募集要項 18 頁 4．（4）イをご

参照ください。    
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61 

募集要項 P27 
(8)提案価格見積書および事業提案書

の受付 イの(オ) 
ランドソリューション株式会社とあ

りますが、今後コンタクトを交わす事

は可能でしょうか。 

可能です。 

62 

募集要項 P30 
事業提案の評価項目 1 の(1) 
ウ 医療施設全体の面積、面積の設定

理由とありますが 
面積は大きいほど満点に近づきます

でしょうか。 

面積の設定理由が妥当で、面積が大き

い場合は、評価は高くなると考えます。 

63 

募集要項 P30 
評価項目 2 の(2) 
防災に関する施設の希望の用途・面積

があれば教えてください。 

一例として、マンホールトイレやかま

どベンチなどが考えられますが、松戸市

地域防災計画（松戸市ホームページに掲

載）などをご参照いただき、参加者が判

断してください。 

64 

募集要項 P41 
7.提供資料について 
(7)測量関連 
高低測量や真北測量図はありますで

しょうか。 

ございません。 

65 

旧国保松戸市立病院跡地活用事業者

公募型ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ_提供資料 
（５）土壌状況調査報告書 
④形質変更要届出区域の指定につい

て及び⑤汚染土壌数量一覧等 

 
対策面積 
D5-8 区画について、形質変更時要届

出区域の指定面積 117.7ｍ2 に対して 
数量一覧表における区画面積 18.9ｍ2
（建屋部分は控除）となっています。 
汚染部分を完全除去しない場合指定

解除となりませんが、宜しいでしょう

か。 

募集要項 13 頁イをご参照ください。 

66 
その他 
昨今、コロナウイルスによる影響によ

現時点におきましては、スケジュール

の変更は考えておりません。 
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りテナントの出店会議等が開かれず

苦慮しております。今後病院として本

事業の公募締切の延期は考えており

ますでしょうか。 

なお、今後変更がある場合は、募集要

項 42 頁 8．アのとおりです。 

67 

その他 
井水・温泉等の掘削に関して売買契約

に伴う制約はありますか。 

売買契約に伴う制約は、ございません

が、松戸市環境部環境保全課などの関係

部署と協議してください。 

68 

その他 
5 号館は解体しない計画とする場合、

土壌汚染の処理を行わないこととな

りますがそのような計画は可能でし

ょうか。 

募集要項 13 頁イをご参照ください。 

69 

その他 
コンバージョンにより必要となる設

計図書（確認申請図等）は提供いただ

けますでしょうか。 

募集要項 41 頁（9）をご参照ください。 

なお、資料の貸し出しは可能ですので、

担当部署にお問い合わせください。 

 



別紙 

フロン回収処分機器

場所 項  目 仕  様 台数 種類
回収量

（kg） 

１号館

ヒートポンプチラー 空冷式 ダイキン UWYP1800G5R 1 R407C 67.5 

ヒートポンプチラー 空冷式 ダイキン UWYP1180G5 1 R407C 58.8 

２号館

ターボ冷凍機 三菱ヨーク ARS‐24 2 R134A 440 

電算室空調機 空冷式据置型 富士電機 FDC160A1 1 R22 31.5 

電算室空調機 空冷式天埋型 三菱電機 MPL-RP-50-DA3 1 R410A 

13.3 電算室空調機 空冷式 ダイキン SZZB280BBD 1 
R410A 

電算室空調機 空冷式 ダイキン SZYC160BBD 1 

３号館 ブラインチラー 空冷式 東洋キャリア工業30AE020500-21 1 R22 15.6 
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