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令和２年度高原ふれあいの家天狗荘寝具等整備業務 仕様書 

 

１． 業務名称 

   令和２年度高原ふれあいの家天狗荘寝具等整備業務 

 

２． 業務目的 

四国カルスト天狗高原にある年間約８万人を集客する「高原ふれあいの家天狗荘」は、

宿泊施設、レストラン、ショップ（売店）等を経営し、津野町では単なる宿泊施設でな

く、地域の重要な観光拠点施設と位置付けている。 

近年、天狗高原から展望する星に注目が集まっており、老朽化した天狗荘のリニューア

ルに併せ、「星空客室」、「プラネタリウムシアター」を新たに設置、四国カルストで展

望できる『星』を最大限に活用するとともに、ワンランク上のホテルへ整備する。 

本業務は、リニューアルによる寝具等の整備にあたり、施設の設置目的を踏まえ、本施

設における寝具調達等、必要な業務を行うことを目的とする。 

 

３．業務内容 

(1) 寝具調達 

本仕様書、「1【実施設計】客室等平面図」、「2【基本設計】客室立面図」、「3天狗荘パ

ース」及び公募型プロポーザル実施要領に基づき提案を行った提案書をもとに、町の承

認を得たうえで、納入寝具の選定・調達に関する手配を行うこと。 

４．成果物 

(1) 寝具 

(2) 導入寝具一覧表 

 

第１章 概 要 

１ 一般概要  

  本業務は、令和２年度高原ふれあいの家天狗荘寝具等整備業務として、本仕様書に基づ

き、寝具等の整備を行うものである。 

２ 整備概要 

(1) 業務名称   令和２年度高原ふれあいの家天狗荘寝具等整備業務 

(2) 設置場所   高知県高岡郡津野町芳生野乙 4921-22 

高原ふれあいの家天狗荘内 

(3) 施設コンセプト 

『宇宙とふれあう家』～外部と内部をつなぐ設え 

宇宙や自然のエネルギーを、大きく開口する窓やデッキテラスといった設えで内部に取

り込む。また、窓を閉じれば来訪者をやさしく見守る、温かさを感じる家。 

(4) 宿泊料金 

ホテルグレードの参考として、現在予定している宿泊料金（大人食事なし料金、消
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費税抜き）と定員を示す。 

なお、ここに示す宿泊料金と定員は予定であり変更となることがある。 

①メゾネットタイプ星空客室【Ａタイプ（定員３名）】 

・ハイシーズ 28,000円 

・ミドルシーズン 25,000円 

・ローシーズン 22,000円 

②２階デッキツイン客室【Ｂタイプ（定員３名）】 

・ハイシーズ 19,000円 

・ミドルシーズン 17,000円 

・ローシーズン 15,000円 

③２階和モダンツイン客室【Ｃタイプ（定員２名）】 

１階和ベッドツイン客室【Ｄタイプ（定員２名）、Ｅタイプ（定員２名）】 

２階和ベッドツイン客室【Ｆタイプ（定員２名）】 

・ハイシーズ 10,000円 

・ミドルシーズン 9,000円 

・ローシーズン 8,000円 

④ユニバーサルツイン客室【Ｈタイプ（定員２名）】 

２階洋ツイン客室【Ｉタイプ（定員２名）】 

・ハイシーズ 11,000円 

・ミドルシーズン 10,000円 

・ローシーズン 9,000円 

⑤１階和室【Ｇタイプ（定員５名）】 

２階和室【Ｊタイプ（定員 10名）、Ｋタイプ（定員４名）】 

・ハイシーズ 8,000円 

・ミドルシーズン 7,000円 

・ローシーズン 6,000円 

 

第２章 備品の仕様等について 

令和２年度高原ふれあいの家天狗荘寝具等整備業務にあたっての仕様などを示す。 

 施設コンセプトや以下の各コンセプトに沿った意匠及び機能とする。（備品の色の参考と

して「3天狗荘パース」を提供する。） 

 提案にあたっての参考として、別添の「1【実施設計】客室等平面図」及び「2【基本設計】

客室立面図」のＰＤＦファイルを提供する。実施設計平面図と基本設計立面図の内容に相違

がある場合は、実施設計平面図を正とする。 

 なお、整備内容（寝具の種類、サイズ及び数量など）は「2 整備内容」に記載している

が提案を縛るものではない。 

 

1 各部屋のコンセプトについて 
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(1) 【洋室】メゾネットタイプ星空客室（Ａタイプ）４室 

天狗荘でグレードが一番高いメゾネットタイプの客室、１階は大きく開口した

窓ガラスとデッキテラスの設え、デッキテラスは外で四国カルストの景色や星空

をゆったりと眺めることができ、室内は温もりを感じられる寛ぎの部屋。 

２階は斜めに設えたガラスや磁器質タイルの床・壁により部屋の中に居ながら、

外にいる雰囲気の中で星空を眺めることができる部屋。 

(2) 【洋室】２階デッキツイン客室（Ｂタイプ）４室 

星空客室に次ぐクラスの客室、２階からの風景を眺められるよう大きく開口し

た窓ガラスとデッキテラスの設え、デッキテラスは外で四国カルストの景色や星

空をゆったりと眺めることができ、室内は温もりを感じられる寛ぎの部屋。 

(3) 【和洋室】２階和モダンツイン客室（Ｃタイプ）４室 

畳の部屋にベッドを設置する和洋室、２階からの風景を眺められるよう大きく

開口した窓ガラスの設え、落ち着いた「和」の意匠とモダンな「洋」の要素を取

り入れた客室。 

(4) 【和洋室】１階和ベッドツイン客室（Ｄタイプ）３室 

畳の部屋にベッドを設置する和洋室、落ち着いた「和」の意匠とモダンな「洋」

の要素を取り入れた客室。 

(5) 【和洋室】１階和ベッドツイン客室（Ｅタイプ）１室 

畳の部屋にベッドを設置する和洋室、落ち着いた「和」の意匠とモダンな「洋」

の要素を取り入れた客室。 

(6) 【和洋室】２階和ベッドツイン客室（Ｆタイプ）２室 

畳の部屋にベッドを設置する和洋室、落ち着いた「和」の意匠とモダンな「洋」

の要素を取り入れた客室。 

(7) 【和室】１階和室（Ｇタイプ）３室 

10畳の１階和室、和の意匠 

(8) 【洋室】１階ユニバーサルツイン客室（Ｈタイプ）１室 

洋室ハンディキャップルーム、障がい者の方でも負担なく利用できる機能を有

し、意匠は落ち着いた雰囲気の客室。 

(9) 【洋室】２階洋ツイン客室（Ｉタイプ）２室 

ユニットバスを設置した２階洋室 

(10)【和室】２階和室 20帖（Ｊタイプ）１室 

20帖の２階和室、和の意匠の団体用客室 

(11)【和室】２階和室（Ｋタイプ）５室 

8帖の２階和室、和の意匠 

 

2 整備内容及び標準仕様 

(1) 洋室及び和洋室 

・防菌防臭デュベ羽毛掛布団 ４２枚 
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側 地：ソフトブラッシュ無地ホワイト 

中 材：ハンガリーＷＤＤ70％ 400ｇ／㎡ 

加 工：タタキキルト仕立て 8か所ループ付 

サイズ：180㎝×230㎝ 

・デュベカバー ４２枚 

表 地：ポリエステルジャガード 

裏 地：Ｔ／Ｃブロード 無地ベージュ 

加 工：横入り口 ファスナー加工 内紐 8か所付 

サイズ：180㎝×230㎝ 

・ベッドパット ４２枚 

生 地：Ｔ／Ｃ186本ブロード 

中 材：ポリエステル綿 100％ 400ｇ／㎡ 

サイズ：120㎝×215㎝ 

・枕 ５０個 

 側 地：綿 100％ 230本ブロード 無地 2重 

 中 材：パイプ 0.4㎏ ヨーロッパ産ホワイトフェザー1.0㎏ 

 サイズ：43㎝×63㎝ 

・エキストラベッド用防菌防臭デュベ羽毛掛布団（Ａ・Ｂタイプ客室） ８枚 

側 地：ソフトブラッシュ 無地ホワイト 

中 材：ハンガリーＷＤＤ70％ 400ｇ／㎡ 

加 工：タタキキルト仕立て 8か所ループ付 

サイズ：150㎝×230㎝ 

・エキストラベッド用デュベカバー（Ａ・Ｂタイプ客室） ８枚 

表 地：ポリエステルジャガード 

裏 地：Ｔ／Ｃブロード 無地ベージュ 

加 工：横入り口 ファスナー加工 内紐 8か所付 

サイズ：150㎝×230㎝ 

・エキストラベッド用ベッドパット（Ａ・Ｂタイプ客室） ８枚 

生 地：Ｔ／Ｃ186本ブロード 

中 材：ポリエステル綿 100％ 400ｇ／㎡ 

サイズ：110㎝×215㎝ 

(2) 和室 

・防菌防臭羽毛掛布団 ４５枚 

表 地：綿 100％ 230本ブロード スクリーンプリント地 

裏 地：ソフトブラッシュ 

中 材：ハンガリーＷＤＤ70％ 400ｇ／㎡ 

加 工：タタキキルト仕立て 8か所ループ付 

サイズ：150㎝×200㎝ 
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・敷布団 ４５枚 

側 地：綿 100％ 200本ブロード スクリーンプリント地 

中 綿：混綿 3.0㎏ 

芯 材：密度 20㎏／㎥クラスウレタン 40mm厚 

加 工：表面 コンフォーターダイヤキルト仕立て 

裏面 コンフォーターハシゴキルト仕立て 

ヘム巻き加工 

サイズ：100㎝×200㎝ 

・枕 ４５個 

 側 地：綿 100％ 230本ブロード 無地 2重 

 中 材：パイプ 0.4㎏ ヨーロッパ産ホワイトフェザー1.0㎏ 

 サイズ：43㎝×63㎝ 

 

第３章 サポート内容等について 

１ サポート内容と保証期間について 

 (1) 本業務にあたって、備品色決め等のサポート内容を提示すること 

(2) 本業務における備品の保証期間は引渡しから６ヶ月以上とすること 

(3) 保証期間内に故障及び異常が認められた場合には無償で修理を行うこと、ただし、適切

な維持管理を怠った場合、天災、その他の不可抗力による不具合に起因する場合はこの

限りでない。 

２ ランニングコスト等について 

(1) 安定した運営を実現するための維持管理について、経費の負担軽減策も踏まえたライ

フサイクルコスト（開館後５年間）を提示すること 

 

第４章 事業者概要について 

１ 業務実績について 

類似業務の実績を提示すること。 

２ 業務責任者及び担当者 

 業務責任者及び担当者の経験年数などを提示すること 

 

第５章 経費見積について 

１ 見積書について 

 明確な根拠に基づいた経費積算を提示すること 

 

第６章 納入期限について 

納入期限 令和３年６月 18日（金） 


