仕様書（作品展示ディスプレイ業務）
１

２

業務目的
国際芸術祭「あいち2022」の有松地区会場(岡家住宅)における作品展示に係るディスプレ
イにおける作品展示に係る空間のディスプレイ制作・撤去等の作業を行う。
作業場所
岡家住宅（愛知県名古屋市緑区有松809番地）

３ 業務内容
（１）作品展示ディスプレイ
・岡家 作業場、新座敷8畳、オクノマ6畳
作業場 モニター用単管設置 設置範囲の既存梁、束に抱かせた木材に
艶消し黒テープ貼り単管の組み付け 一式
T字床制作 6371x5400x200 床幅1350 90角大引プラ木レンにてレベル調整
t=24針葉樹合板 防水塗装の上 EPグレー塗装 一式
手摺制作 H500 EPグレー塗装 30x40角材 一式
サンプル制作 塗料選定のため角材、針葉樹合板、ラワン合板塗装 一式
新座敷8畳 床の間仕込み t=12ラワンの上ゴザ引き 一式
照明 天井にペンダント設置(器具は支給) 4箇所
縁側雨戸補修 隙間を板で埋める 一式
アクリルケース制作 1150x405x h500 t=5 ２台
アクリルケース設置 ズレ止め細工 一式
箪笥設置 パンチカーペット敷き、箪笥二段積み上げ(ズレ止め) 一式
オクノマ 照明 スポットライト設置(器具は支給) 一式
・岡家 ミセ8畳(1)、ミセ8畳(2)、ミセ8畳(3)
モニター設置 一式
着物設置用下地制作 敷居と鴨居の間に既存建具の近似色塗装した棒を立て
着物展示用下地とする 一式
写真設置 既存建具の桟に下地取り付け 一式
・清掃 片づけ クリーニング

一式

（２）上記の設営・撤去・経費等
・運搬費、設営費、電気関係調整費、撤去費、復旧費 一式
・諸経費 一式
＜共通仕様＞
□床仕上材、壁仕上材、天井仕上材並びにライティングダクトは現況と同等のものを使用する
□新設壁の下地は、両面の場合PBｔ＝１２．５ｍｍを、片面の場合PBｔ＝９．５ｍｍを原則とし、それぞ
れ必要に応じた軽鉄下地・胴縁・垂木等を入れること｡
□使用材料はすべてF☆☆☆☆とする。また有機溶剤系の接着剤などは使用しないこと。
□新設扉については、その他金物一式を含む事。
□既存物品の撤去や解体によって生じた現場発生材は、展示終了までは場外搬出せず、
場内の指定された場所に移動すること。
□すべての造作物は、会期後解体、撤去、現況復旧すること。
□照明などの、電気系統は利用できるように配線すること。

□その他、疑義のある事項については現場説明会にて回答する。
□その他、制作にあたっては、キュレーター・アーキテクトの承認の上、制作のこと。
３ 施工可能期日・完成期日
令和4年 7月2日から7月17日 | 施工可能期間
令和4年 7月17日 | 完成
令和4年 10月28日まで | 撤去・復旧・廃材処分工事（指定されたもののみ）

仕様書（作品等インストール等業務）
１

２

業務目的
国際芸術祭「あいち 2022」の有松地区会場（岡家住宅）における作品・音響・映像機材等の設
置・撤去等の作業を行う
作業場所
岡家住宅（愛知県名古屋市緑区有松 809 番地）

３ 業務内容
（１） 指定する場所（岡家住宅内①オクノマ、②作業場、③新座敷）において作品・音響・映像機
材等の移動、組立、設置等を行う。
（２） 会期終了後に、作品等の解体、撤去、梱包を行う。
４ 作業日程（予定）
（１） 展示作業
2022 年 7 月 12 日～16 日の期間 計４日間程度
（２） 撤去作業
2022 年 10 月 11 日～28 日の期間 計３日間程度
５ その他
（１）緊急時の対応等、国際芸術祭「あいち」組織委員会の指示に機敏に対応出来る体制を確立
すること。
（２）その他詳細については、国際芸術祭「あいち 2022」キュレーター、コーディネーター、事務
局担当職員等と協議のうえ決定すること。

展示場所：①オクノマ
＜インストール作業

詳細資料＞

【作業日程・作業人員（想定）】
展示作業
7 月 12 日～7 月 16 日のうち１日
撤去作業
10 月 11 日～10 月 28 日のうち１日
【作業内容等】
内容
【展示作業】
天井窓より柿の木の枝を吊す
【撤去作業】
撤去作業

作業員数
２名
作業員数
２名

数量
1式

詳細（規格・サイズ・素材・技法等）
柿の木の枝 1×1×1.4m 程度、回転防止措置

1式

【作業に関する注意事項】
・展示作業時は作家立ち会いのもと、当該者の指示を受けて枝の配置を行う。
・撤去作業時、外した枝（ミノムシが付属）は美術作品として帰路輸送予定のため、現況保持（木
の廃棄は不要）。なお、展示後は木にミノムシが付属した状態となるため、取扱注意。

展示場所：②作業場
＜インストール作業

詳細資料＞

※音響・映像機材関係（設置含む）は別資料あり

【作業日程・作業人員（想定）】
展示作業
7 月 12 日～7 月 16 日のうち２日程度
撤去作業
10 月 11 日～10 月 28 日のうち２日程度
【作業内容等】
内容
【展示作業】
映像モニター設置

BrightSign
電源配線/再生機設置

数量
7台

1台
1式

作業員数
３名
作業員数
３名

詳細（規格・サイズ・素材・技法等）

65,50.43.32.22 型を各１台、55 型を２台（計 7 台）
／モニター天吊型マウントを加工、単管に接合、天井の単
管より吊り下げ、煽り防止ワイヤー設置
※モニターはいずれも事務局から提供
HD224
熱対策のヒートシンク設置、再生機 7 台（うち 6 台は事務局
提供）

【撤去作業】
撤去作業

1式

機材・単管撤去、要返却モニターの簡易梱包（事務局もしく
は輸送業者が引き取り予定）

【作業に関する注意事項】
・映像モニター7 台は全て事務局手配。機材配置は指定あり。画面の向き等詳細は作家あるいは事
務局の同意のもと調整。
・映像モニター５台（65,55,50,32,23 型各 1 台）は愛知芸術文化センターと岡家住宅間の輸送（往
復）を含む。
・映像モニターのうち 55 型及び 32 型は 10 月 13 日までの撤去・梱包を希望（不可の場合は応相談）

展示場所：③新座敷
＜インストール作業

詳細資料＞

※音響・映像機材関係（設置含む）は別資料あり

【作業日程・作業人員（想定）】
展示作業
7 月 12 日～7 月 16 日のうち１日程度
撤去作業
10 月 11 日～10 月 28 日のうち１日程度
【作業内容等】
内容
【展示作業】
映像モニター・音響設置
電源配線/再生機設置
【撤去作業】
撤去作業

作業人員
２名
作業人員
２名

数量

詳細（規格・サイズ・素材・技法等）

各1台
1式

モニターサイズ 32 型、スピーカーを床の間に設置

1式

機材の撤去、簡易梱包（（事務局もしくは輸送業者が引き
取り予定）

【作業に関する注意事項】
・映像モニター、再生機、スピーカーは事務局手配
・映像モニターは 10 月 13 日までの撤去・梱包を希望（不可の場合は応相談）

