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支出負担行為担当官 

  防衛省防衛研究所企画部総務課 

会計室長  中 嶋 英 生  

 

再  公  告 

下記により入札に付します。 

１ 入札方式 一般競争契約 

２ 入札日時 平成２５年２月１３日（水）１６：００ 

３ 入札場所 防衛省防衛研究所特別会議室（大）（本館２階） 

        東京都目黒区中目黒２－２－１ 

４ 参加資格  （１） 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、第７０条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＤ等級以上に格付けされ

関東・甲信越地域の参加資格を有する者。 

（３） 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 

５ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をも

って落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者

であるかを問わず、見積もった金額の１００／１０５に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札保証金 免除 

７ 入札の無効 ４の参加資格の無い者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 

８ 契約書作成の要否  要 

９ 適用する契約条項  物品売買契約条項（特約条項有） 

１０ 入札に付する事項 

 （１） 件 名     パイプ式ファイル 他 

 （２） 規格・数量等  内訳書のとおり 

 （３） 納入場所    防衛省防衛研究所 

 （４） 納  期    平成２５年３月１５日（金） 

１１ その他 

 （１） 入札参加希望者は下記まで連絡し、資格審査結果通知書（写）を提出すること。 

（TEL．03－5721－7005 内線 6456 FAX．03－3713－1760 

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室 横山） 

 （２） 代理人による入札については、委任状を提出すること。 

 （３） 本書記載事項の詳細については、（１）まで問い合わせること。 

 



番号 品　　　名 規　　　格 単　価 金　額 備　考

キングジム　1473GX　青

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

キングジム　358BF　青

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

ジョインテックス　Z式ファイル　D182J　青

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

サクラクレパス　WBK-MD#49

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

サクラクレパス　WBK-MD#19

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

フェローズジャパン #37250

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

プラス　U型名札　CT-U2

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

オープン工業　PT-200

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

山桜　A4　RG 100枚入

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エコール　K5036

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

セキスイ　12-50HRW

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

プラス　ねじりっこ(カッター付)　TF-800　白

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

テージー　SYB-160 A3 黒

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

三菱化学メディア　SR80PP10

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

イメーション DVDR4.7PWB10PAIM

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICY66 イエロー

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICC66 シアン

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICGL66 ｸﾞﾛｽｵﾌﾟﾃｨﾏｲｻﾞ

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICOR66 オレンジ

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICBK66 フォトブラック

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

内　　訳　　書

20 インクカートリッジ 26 個

19 インクカートリッジ 26 個

18 インクカートリッジ 43 個

17 インクカートリッジ 26 個

16 インクカートリッジ 26 個

15 ＤＶＤ－Ｒ 2 パック

14 ＣＤ－Ｒ 3 パック

13 証書ホルダー 10 冊

12 結束用ひも 1 個

「防衛研究所」
名金箔印押

11 巻尺 1 個

10 丸筒 100 個

9 賞状用紙 3 箱

8 ポインター 6 個

7 ネームタッグ 60 個

6 シュレッダー専用オイル 2 個

5
電子黒板マーカー中字　あ
か

10 本

4
電子黒板マーカー中字　く
ろ

10 本

3 パンチレスファイル 50 冊

2 レターファイル 200 冊

数量

1 パイプ式ファイル 160 冊

 



エプソン　ICBL66 ブルー

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICM66 マゼンタ

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

エプソン　ICR66 レッド

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

24 付箋紙
3M
659RP-Y又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

50 個

25 付箋紙
3M
655RP-Y又は同様以上のもの（他社の製品を含
む。）

100 個

26 付箋紙
3M
6841NE又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 パック

27 付箋紙
3M
6801MS又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 パック

28 消しゴム
PILOT
ELF-10-LB又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

50 個

29 ボールペン
PILOT
LFBK-23EF-B又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

50 本

30 ボールペン
PILOT
LFBK-23EF-R又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

100 本

31 ボールペン
PILOT
LFBK-23EF-BB又は同等以上のもの（他社の製品を
含む。）

50 本

32 ボールペン替え芯
PILOT
LFBKRF30EF3(B)又は同等以上のもの（他社の製品
を含む。）

25 本

33 ボールペン替え芯
PILOT
LFBKRF30EF3(R)又は同等以上のもの（他社の製品
を含む。）

100 本

34 ボールペン替え芯
PILOT
LFBKRF30EF3(L)又は同等以上のもの（他社の製品
を含む。）

25 本

35 蛍光ペン
PILOT
SFL-10SL-Y又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

100 本

36 蛍光ペン
PILOT
SFL-10SL-P又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

100 本

37 蛍光ペン
PILOT
SFL-10SL-G又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

100 本

38 ホッチキス
MAX
HD-10NL/B又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 個

39 ホッチキス
MAX
HD-10NL/R又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 個

40 ホッチキス
MAX
HD-10NL/LB又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 個

23 インクカートリッジ 26 個

22 インクカートリッジ 26 個

21 インクカートリッジ 26 個

 



41 ホッチキス
MAX
HD-10NL/W又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

10 個

42 ホッチキス針
PLUS
SS-050E又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

5 個

43 ホッチキス針
PLUS
SS-050A又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

5 個

44 フォルダー
LION
A4-4F-Y3又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

200 枚

45 つづりひも
PLUS
TF-800 ｸﾞﾘｰﾝ又は同等以上のもの（他社の製品を
含む。）

5 個

46 梱包用テープ
3M
145DN又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個

47 ホッチキス
ﾘﾋﾄﾗﾌﾞ
M-6-26又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

1 個

48 パンチ
ｶｰﾙ
SPS-20又は同等以上のもの（他社の製品を含
む。）

1 個

49 テープカートリッジ
KING JIM テプラPRO ST12K 12mm 透明に黒文字
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個

50 テープカートリッジ
KING JIM テプラPRO ST12S 12mm 透明に白文字
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個

51 スタンプ台
シャチハタ　ATGN-2-K　強着スタンプ台　タート<
多目的用>　中形　黒　又は同等以上のもの（他社
の製品を含む。）

1 個

52 スタンプインキ

シャチハタ　STG-1　商品コード：00060204　強着
スタンプインキ　タート<多目的用> 小瓶　黒　又
は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個

53 保護フィルム
キハラ　89613-0　アメニティラベルキーパー 粗
面用 40×60mm 10面付 100シート(1000枚)　　又
は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 ﾊﾟｯｸ

54 図書用ラベル
キハラ　60663-R(レッド) 20シート(960枚)　プリ
ンタ用図書ラベル　又は同等以上のもの（他社の
製品を含む。）

5 ﾊﾟｯｸ

55 図書用ラベル
キハラ　60663-Y(イエロー) 20シート(960枚)　プ
リンタ用図書ラベル　又は同等以上のもの（他社
の製品を含む。）

1 ﾊﾟｯｸ

56 丸ラベル
キハラ　60680-Q(ブラウン) 10シート(2,400枚)
小丸カラーラベル　又は同等以上のもの（他社の
製品を含む。）

6 ﾊﾟｯｸ

57 補修テープ
キハラ　88541-0  15mm×10m  ページヘルパー
P2　(100%和紙)　又は同等以上のもの（他社の製
品を含む。）

5 個

58 カッターナイフ替刃
コクヨ　HA-S150-5　安心構造カッターナイフ<フ
レーヌ>替刃・標準型　フッ素刃　５枚入り　又は
同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個

59 パンフレットスタンド
ライオン　PS-131A　A4判1列3段　卓上パンフレッ
トスタンド（組立式）　又は同等以上のもの（他
社の製品を含む。）

1 個

60 ワイヤレスレーザーマウス
サンワサプライ　MA-NANOLD6DS　又は同等以上の
もの（他社の製品を含む。）

5 個

 



61 電源タップ
サンワサプライ　TAP-N3425MG　又は同等以上のも
の（他社の製品を含む。）

10 個

62 電源タップ
サンワサプライ　TAP-N3450MG　又は同等以上のも
の（他社の製品を含む。）

10 個

63 ファイリングホルダー
KOKUYO ﾌ-GH750-5T (2穴あき）50枚
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

80 ﾊﾟｯｸ

64 ファイリングホルダー
KOKUYO ﾌ-GHW-750T (2穴あき･マチ付き)10枚　又
は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

1000 ﾊﾟｯｸ

65 プリンタインク
エプソン　PM-4000PX用　IC8L23
インクカートリッジ　8色パック
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

10 ﾊﾟｯｸ

66 ラベル
エーワン(株)ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ(ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ)光沢紙ﾗﾍﾞﾙ 　A4
125面四辺余白付角丸5列･25段品番63125
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

50 冊

67 補助軸
銀鳥産業　ゴム付き補助軸
品番025-002
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

100 本

68 保存箱
KOKUYO　ストックボックス　ﾌ-SB9822M
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

10 ﾊﾟｯｸ

69 保存箱
クラウン　文書保存箱 10個入 CR-BH420×10
B4/A4兼用　巾420×奥340×高315
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

10 ﾊﾟｯｸ

70 パンチ替刃
LION　パイプ錐 No.211用替錐 200-22
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

5 個

71 ボールペン
三菱鉛筆 シグノ･超極細 黒 UM15128.24
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

50 本

72 個別フォルダー
プラス 持出フォルダー(100枚入)A4-E
FL-061PF　イエロー
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

1 箱

小　計

消費税及び地方消費税

合　計

 


