
別表１

区分 名称 数量 規格等 備考

1 シャシ 消防自動車用検定シャシ 1 ４輪駆動・ダブルキャビン・寒冷地仕様 シャシ

2 シャシ エンジン
水冷４サイクル
インタークーラーターボ付ディーゼルエンジン

シャシ

3 シャシ 変速方式 オートマミッション シャシ

4 シャシ 総排気量 ５０００ｃｃ以上 シャシ

5 シャシ 動力取り出し装置 フルパワーP.T.O又は、フライホイールP.T.O シャシ

6 シャシ 最大出力 １５０kw（２００ps）以上 シャシ

7 シャシ ポンプ車総重量 １１,０００㎏未満 シャシ

8 シャシ ステアリング パワーステアリング シャシ

9 シャシ ブレーキ ＡＢＳ装置付き シャシ

10 シャシ オイルパンヒーター マグネット式 シャシ

11 シャシ エアコン
当該ポンプ車に適応する純正品
（冷暖房装置はダブルキャブに対応するものとし、後部
座席用にエアコン吹き出し口を設けること。）

シャシ

12 シャシ キャブチルト装置 電動油圧式とし、手動操作も可能とする。 シャシ

13 シャシ タイヤ 標準タイヤ　6本（アルミホイール付） シャシ

14 シャシ リーフスプリング 必要に応じバネ常数の高い強化スプリング シャシ

15 シャシ オルタネーター ２４Ｖ－９０Ａ以上（ポンプ車消費電流が充分補えること） シャシ

16 シャシ バッテリー １１５F５１L以上×２個 シャシ

17 シャシ 坂道発進補助装置 坂道発進補助 シャシ

18 シャシ 燃料タンク ６０Ｌ以上 シャシ

19 シャシ 全長 ７．４m以下（極力７．１m以下に納めること） シャシ

20 シャシ 全高 ３．２m以下 シャシ

21 シャシ 全幅 ２．３２m以下 シャシ

22 シャシ ホイルベース ３．８０m以下 シャシ

23 シャシ 最小回転半径 ６．４ｍ以下 シャシ

24 シャシ 補助ブレーキ 排気ブレーキ シャシ

25 シャシ ロ－ル剛性スプリング 前輪、後輪 シャシ

26 シャシ 牽引フック 前後（２ｔ） シャシ

27 シャシ ガバナ型式 電子制御 シャシ

28 シャシ 乗車定員 ６人 シャシ

29 シャシ ヘッドライト ディスチャージ（ＨＩＤ） シャシ

30 シャシ フォグランプ 純正 シャシ

31 シャシ パワーミラー 1 熱線入り シャシ

32 シャシ サンバイザー 運転席・助手席 シャシ

33 シャシ 大型サイドバイザー 前ドア シャシ

34 シャシ 隊員用握り棒 Ｓ字フック１０個以上 シャシ

35 シャシ 後部座席 背もたれ可動式・座部分２分割式・下部収納構造 シャシ

36 シャシ 後部ガラス保護枠 シャシ

37 シャシ 稼働時間積算計 シャシ

38 シャシ シートベルト 前／３点式・後／２点式 シャシ

39 シャシ パワーウインド・電磁ドアロック 純正 シャシ

40 シャシ 握り棒 乗降用前後左右 シャシ

41 シャシ キャブ収納ボックス １式 純正品 シャシ

42 シャシ マット 運転席側・隊員席側 シャシ

43 シャシ ジャッキ 純正 シャシ

44 シャシ 泥除けゴム 全輪 シャシ

45 シャシ 車載工具 純正 シャシ

46 シャシ 訓練旗基台 1 ステンレス製（ポール・訓練旗付） シャシ

47 ポンプ艤装 計器灯 ポンプ等操作部ＬＥＤ照明 艤装

48 ポンプ艤装 消防ポンプ Ａ－２級 艤装

49 ポンプ艤装 水槽容量 １．５㎥以上 艤装

50 ポンプ艤装 水槽補給口 両側面部補給・受水量コントロール装置　コック付き 艤装

51 ポンプ艤装 水槽水量計 1 目盛は１００L単位（残量３００リットル部分に赤色塗装） 艤装

52 ポンプ艤装 アルミシャッター
バーシャッタータイプ・左右各３枚（補助ベルト付き）・後部
１枚（補助ベルト付き）

艤装

53 ポンプ艤装 メインスイッチ １式 艤装

54 ポンプ艤装 規格艤装代 １式 艤装

55 ポンプ艤装 消防無線電話装置 1 現在使用中のものを取付（別途指示） 取付

56 ポンプ艤装 １０連スイッチ 1 大阪サイレンＳＢＷ－１００（同等品可）（リレー付き） 取付

57 ポンプ艤装 ハンドマイク（キャブ後部取付） 1 大阪サイレン　TSK-5202V専用マイク増設（同等品可） 取付

58 ポンプ艤装 資機材収納ボックス（アルミ製） １式 必要数（別途協議） 取付

59 ポンプ艤装 1 バッテリーボックス 取付

60 ポンプ艤装 1 投光機・発電機ボックス 取付

61 ポンプ艤装 1 ロープ・スリング等収納ボックス 取付

62 ポンプ艤装 1 チルホール・ワイヤー収納ボックス 取付

63 ポンプ艤装 車両上部乗降はしご 1 車両後部に設置（格納式） 取付

64 吸管巻取装置加算 吸管巻取装置 1 両側引き出し式 艤装

65 取付品・取付装置 ポンプ圧力計 2 目盛　０～３．５MPa 艤装

66 取付品・取付装置 ポンプ連成計 2 目盛　－１～２６MPa 艤装

67 取付品・取付装置 エンジン回転計 1  運転席 シャシ

68 取付品・取付装置 エンジン油温計 1  運転席 シャシ

69 取付品・取付装置 散光式赤色警光灯 1
ウイレン　FV10H－１６８０（吾妻仕様）
吾妻仕様：スピーカー2・標識・後方部作業灯 一体型

取付

70 取付品・取付装置 赤色点滅灯（フロントグリル） 4 ウイレン（規格は別途協議） 取付

71 取付品・取付装置 赤色点滅灯（車両両側上部） 4 ウイレン（規格は別途協議） 取付

72 取付品・取付装置 赤色点滅灯（車両両側後部） 2 ウイレン（規格は別途協議） 取付

73 取付品・取付装置 バックブザー（後退警報器） 1 音声合成　切替式 シャシ

74 取付品・取付装置 照明灯 1 ナイトスキャンＬＥＤ１６０Ｗ×２　ＤＣ２４Ｖ　１６０Ｗ（ＳＰ） 取付

75 取付品・取付装置 補助照明装置 2 ウイレン　パイオニア　SUPER-LED  リモコンライトシステム 取付

引出装置
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76 取付品・取付装置 標識灯 1 散光式赤色警光灯に組み込み 警光灯

77 取付品・取付装置 電子サイレンアンプ 1
大阪サイレン　TSK-5202V専用マイク付き（同等品可）
後部座席用拡声マイク１個増
後方広報用スピーカー１個取付

取付

78 取付品・取付装置 電動モーターサイレン 1 大阪サイレン　５SA　２４V４A 取付

79 取付品・取付装置（軽微） 真空計 1 ポンプ圧力計に組み込み 艤装

80 取付品・取付装置（軽微） 流量計 2 制御モニター 艤装

81 取付品・取付装置（軽微） キャブチルト 1 電動油圧式 取付

82 取付品・取付装置（軽微） オイルパンヒーター 1 ＡＣ１００Ｖ５００Ｗ以上・２極コンセント・コード長１５ｍ以上 取付

83 取付品・取付装置（軽微） ポンプアンダーカバー 1 ポンプ室の外気遮断寒冷地対策底板仕切板 取付

84 取付品・取付装置（軽微） 不凍液注入装置 1 ポンプ室 取付

85 取付品・取付装置（軽微） スタッドレスタイヤ 6 アルミホイール 積載

86 取付品・取付装置（軽微） 作業灯（車両両側上部・車両後部） 8 ウイレン（規格は別途協議） 取付

87 取付品・取付装置（軽微） フレキシブルマップランプ 2 助手席１・後部ピラー１　ＬＥＤ 取付

88 取付品・取付装置（軽微） キャブ内天井LED室内灯 2 大阪サイレンLIW-2（同等品可） 取付

89 取付品・取付装置（軽微） 路肩灯 2 車両両側２箇所（規格は別途協議） 取付

90 取付品・取付装置（軽微）
計器及びシャッターボックス・タイヤ
ハウス後部ボックスLED灯

12 大阪サイレンＬＩＷ－２（同等品可） 取付

91 取付品・取付装置（軽微）
ポンプ下速消ボックス・キャビン右
下部収納ボックス及び上部資機材
収納ボックスＬＥＤ灯

4 大阪サイレンＬＩＷ－２（同等品可） 取付

92 取付品・取付装置（軽微） キャブ後部座席案内灯 2 両側にＣＬ－２ＧＦＣ２４（ドア連動及び室内スイッチ 取付

93 取付品・取付装置（軽微） 車外無線受話装置 2
埋め込み保護カバ－付き外部スピーカー及び受話装置
（ＡＶＭ操作盤スペース確保）一式

取付

94 取付品・取付装置（軽微） 水タンクヒーター 1 ＡＣ１００－１０００Ｗ以上 取付

95 取付品・取付装置（軽微） 自衛噴霧装置 1 ６ヶ所（左右各３ヶ所） 取付

96 積載品・附属品 吸管類 2 吸管・棒状吸管３分割式　各１ 取付

97 積載品・附属品 吸管ストレーナー・ちりよけ籠 2 ストレーナー・ちりよけ籠町野式　一体型プラスチック製 取付

98 積載品・附属品 吸管枕木 2 ゴム製（東消式・黄色） 取付

99 積載品・附属品 吸管ロープ 2 クレモナ１０㎜×１５ｍ 取付

100 積載品・附属品 消火栓開閉器具 1 日の出式 取付

101 積載品・附属品 消火栓開閉器具 1 地上・地下式　各１式 取付

102 積載品・附属品 ポンプ工具 1 グランドスパナ（１）ファンネル（１）等 積載

103 積載品・附属品 ガンノズル 4 東京サイレン　NM-V-S　TS-0501-S　５０㎜用 積載

104 積載品・附属品 放口媒介金具 4 ６５㎜ﾒｽﾈｼﾞ×６５／５０マルチスイーベル型 取付

105 積載品・附属品 とび口 2 ＦＨ７４ＪＦ 取付

106 積載品・附属品 金てこ 1 ９００㎜ 取付

107 積載品・附属品 剣先スコップ 1 取付

108 積載品・附属品 鍵付きはしご 1 ＭＴＬ１３１ 取付

109 積載品・附属品 車輪止 2 ゴム製（黄色） 取付

110 積載品・附属品 消火器 1 自動車用１０㎏ 取付

111 積載品・附属品 ホース（50mm) 10
キンパイホース　プロファイター50ＳＰ－Ｈ－Ａ　50㎜×20m
１．６Ｍpa　ライトイエロー　「吾妻消防」名入

積載

112 積載品・附属品（軽微） タイヤチェーン 1 はしごチェーン、シングル１組・ダブル１組 積載

113 積載品・附属品（軽微） 二又分岐管（マルチ） 1 受水側６５㎜送水側６５／５０㎜（ボールバルブ） 取付

114 積載品・附属品（軽微） ホースブリッジ 2 反射付軽量コンパクト寒冷地仕様 積載

115 積載品・附属品（軽微） ワイヤー 1 １２㎜×５ｍ（端末ループ処理） 積載

116 積載品・附属品（軽微） 照明器具 1 ヤマハ製　Ｅ０２８　コードリール　三脚 取付

117 積載品・附属品（軽微） 照明器具用発電機 1 ホンダ　１.６ＫAV 取付

118 積載品・附属品（軽微） 万能斧 1 レスキューアックスＳＤ－０１ 取付

119 積載品・附属品（軽微） 掛け矢 1 取付

120 空気呼吸器加算 空気呼吸器 4 シゲマツA1-12（ボンベ除く） 取付

121 空気呼吸器加算 4.7㍑型予備ボンベ（最高充填圧29.4MPa） 8
ウルトレッサー ALT-603J　消防本部名・「300」と明記
保護カバー、ビルトインゲージ

積載

122 空気呼吸器加算 空気呼吸器取付装置 3 クイックホルダー 取付

123 空気呼吸器加算 空気呼吸器取付装置 1 助手席用クイックホルダー 取付

124 空気呼吸器加算 空気呼吸器予備ボンベ取付装置 １式 予備ボンベ装着分 取付

125 積雪寒冷地特殊艤装加算 ボールコック・真空ポンプヒーター 1 １００Ｖ／２４Ｖ兼用型 取付

126 規格外 書類・小物ボックス（キャビン中央） 1
センターコンソールボックス、Ａ３二層縦型式・小物ボックス
（無線機等取付）・可倒式地図等収納ボックス

取付

127 規格外 キャブ天井収納棚・ネット 2
キャビン内天井、後方および中央部分にパンチング板製
収納棚、およびS字フック１０個　ネット収納を４カ所

取付

128 規格外 キャブ天井ネット 4 ネット収納を４箇所 取付

129 規格外 後部座席収納棚 1 収納棚（３段） 取付

130 規格外 カ－ナビゲ－ション（ポータブル） 1 取付

131 規格外 後方確認装置 1 ルームミラー型カラーモニター 取付

132 規格外 ドライブレコーダー 1 取付

133 規格外 大型デジタル時計 1 電波時計、内外温度計付 取付

134 規格外 バッテリー充電装置 １式 安全装置付き（コード15ｍ以上） 取付

135 規格外 角スコップ 1 取付

136 規格外 車輪止 2 ゴム製 取付

137 規格外 消火器 2 炭酸ガス仕様　モリタ　MCF7（固定バンド付き） 取付

138 規格外 バール 1 取付

139 規格外 マンホール金具（J型） 2 取付

140 規格外 絶縁ボルトクリッパ－ 1 ＺＢＣ４５０㎜ 取付

141 規格外 ハンマー 1 取付

142 規格外 ディスクストレーナー 1 ６５　ごみ取りネット５枚付き 取付

143 規格外 油圧救助器具　カッター 1 ルーカス　油圧資機材eドローリック　S700E2 取付
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144 規格外 油圧救助器具　スプレッター 1
ルーカス　油圧資機材eドローリック　SP３１０E2
（ｽｸｲｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾁｪｰﾝｾｯﾄ付き）

取付

145 規格外 油圧救助器具　ラムシリンダー 1 ルーカス　油圧資機材eドローリック　R421E2 取付

146 規格外 ラムサポート 1 LRS-C 取付

147 規格外 救助器具一式 1 プロテクションカバーセット 積載

148 規格外 救助器具一式 1 救助用ブロック　LSSセット２・ステップチョック 積載

149 規格外 マット型空気ジャッキ 1 マイティバック  SV-12 積載

150 規格外 マット型空気ジャッキ 1 マイティバック  SV-22 積載

151 規格外 マット型空気ジャッキ 1 マイティバック  SV-41 積載

152 規格外 マット型空気ジャッキ 2 ストップバルブ 積載

153 規格外 マット型空気ジャッキ 1 調整器  SFGR-W 積載

154 規格外 マット型空気ジャッキ 1 減圧器 　A型ホース１m付 積載

155 規格外 マット型空気ジャッキ 2 ＳＢＶホース　5m　赤・黄 積載

156 規格外 マット型空気ジャッキ 1 フットポンプ　　安全弁付 積載

157 規格外 積載はしご昇降装置 1 ダンパー式 取付

158 規格外 三連はしご 1 チタン製 取付

159 規格外 消防章 1 １５０㎜　ディーラーマークレス 取付

160 規格外 携帯拡声器 1
ＴＳ－521R（ストラップ付き）
アルカリ電池付（取付位置、別途協議）

取付

161 規格外 携帯投光器 1 ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾄ　ﾌｧｲﾔｰﾊﾞﾙｶﾝ　充電器付 積載

162 規格外 空気鋸 1 タイガーエアーソー　替え刃バーコ10個 積載

163 規格外 バスケット担架 1 モデル71-S 積載

164 規格外 バックボード一式 1 ファーノモデル2010　イモビストラップベルト予備 積載

165 規格外 排煙機一式 1 サンキPFE282Yダクト２本付き 積載

166 規格外 工具セット（５０ピース） 1 ＫＴＣ（耐電工具含む） 積載

167 規格外 吹き流し 1 航空用（赤白）　１ｍ　旗立て装置へ取り付け可能なポールとする） 積載

168 規格外 荷物用固定フック 4 車上後部鋼板・25mmラチェット式固定用バンド 取付

169 規格外 フック付きネット 1 車両上部フックに使用（濡れホース回収に使用） 積載

170 規格外 携行缶 2 スチ－ル製（20ℓ・10ℓ各１、別途協議） 積載

171 規格外 パイロン 2 自光式・折り畳み式　消防本部名記入 積載

172 規格外 ホースバック 2 肩掛け 積載

173 規格外 ホースバンド 5 漏水止バンド 積載

174 規格外 ボディー文字塗装 1 キャビン屋根・左右ドア・ボディー左右・ボディー後部他指定 取付

175 規格外 予備ヒューズ 1 １セット 積載

176 規格外 補修塗料 1
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