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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  鶴 岡 俊 樹  

 

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９月４日（水）１６：００ 

３ 入札場所 防衛省防衛研究所戦史研究センター大会議室（戦史研究センター３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、同

条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 平成２５・２６・２７年度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。 

（４） 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％に相当する金額を加算し

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、見積もった契約金額の１００／１０５に相当する金額を入札書に記載す 

ること。 

６ 入札保証金及び契約保証金 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、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約

条項 

１０ 入札に付する事項 

 （１） 件 名     印鑑ホルダー（本体）ほか４７件 

 （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９月２７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 6573 FAX．03－3713－1760 

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室 悴田） 



 （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） 同等品により入札を希望する者は、平成２５年８月３０日（金）１６時までに「同等品申請書」を

提出し、官側の承認を得ること。 

 （４） 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

1 印鑑ホルダー（本体）
三菱鉛筆　ＨＬＤ－５０２　２４
シャチハタ　ＣＰＨ－Ａ５
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 個

2 朱肉（印鑑ホルダー用）

三菱鉛筆　ＨＬＳ２５２
シャチハタ　ＣＰＨ－ＲＣ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（１番に対応する製品とする）

10 個

3 カードケース（Ａ４）硬質

ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｄ０６２Ｊ－Ａ４
日本ｸﾘﾉｽ　ＣＲ－Ａ４ＲＰ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（10枚/ﾊﾟｯｸ）

2 パック

4
カードケース（Ａ４）
（マグネット）

エコール　ＥＭＣ－Ａ４
コクヨ　マク－６１４Ｂ
又は同等以上のもの(他社の製品を含む)

30 枚

5 紙ばさみ（Ａ４横）Ａ４Ｅ
ＬＩＯＮ　１４０－２４　№１２０
ＬＩＨＩＴ　ＬＡＢ．　Ｇ９２１０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 枚

6 カッターマット（Ａ４）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５９Ｊ－Ａ４
プラス　ＣＳ－Ａ４　４８－５７３
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

5 枚

7 ガチャ玉（大）
オート　ＧＧＬ－１０
１００個/箱
（又は同規格の他社の製品を含む）

10 箱

8 ガチャ玉（中）
オート　ＧＧＳ－５ＲＰ
１００個/箱
（又は同規格の他社の製品を含む）

10 箱

9 ガムテープ（布テープ）

ニチバン　１０２Ｎ７－５０
住友ｽﾘｰｴﾑ　５１５ＢＥＮ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（３０巻/箱　）

2 箱

10 乾電池（単３）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　ＬＲ６ＥＪＮ/４０Ｓ
富士通　ＬＲ６Ｇ－ＰＬＵＳ(4S)10
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（４０本/箱）

4 箱

11 乾電池（単４）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　ＬＲ０３ＥＪＮ/４０Ｓ
富士通　ＬＲ０３Ｇ－ＰＬＵＳ(4S)10
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（４０本/箱）

3 箱

12 クリップバインダー(蝶型)中

ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ１５１Ｊ－Ｍ２００
プラス　ＣＰ１０４－１０Ｐ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（黒　１０個/箱）

40 箱

13 クリップ（ゼム）（小）22mm

ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ２９９Ｊ－Ｓ１００
プラス　ＣＰ－３１０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（１００個/袋）

20 袋

14 クリヤーホルダーＡ４
コクヨ　フ-ＴＳ７５０Ｔ
ライオン　ＣＦ－９Ｃ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1,000 枚

15 消しゴム

トンボ鉛筆　ＰＥ－０１Ａ
シード　Ｓ－６０－４０Ｐ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（４０個/箱）

3 箱

16 蛍光ペン（黄）

ゼブラ　ＷＫＴ４－Ｙ
ＰＩＬＯＴ　ＳＧＦＲ－１０ＳＬ　Ｙ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（黄（イエロー）　１０本/箱）

10 箱

小　　計

内　　訳　　書

数　量

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

17 蛍光ペン（オレンジ）

ゼブラ　ＷＫＴ４－ＯＲ
ＰＩＬＯＴ　ＳＧＦＲ－１０ＳＬ　Ｏ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（オレンジ　１０本/箱）

3 箱

18 蛍光ペン（緑）

ゼブラ　ＷＫＴ４－Ｇ
ＰＩＬＯＴ　ＳＧＦＲ－１０ＳＬ　Ｇ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（緑（グリーン）　１０本/箱）

2 箱

19 蛍光ペン（赤）

ゼブラ　ＷＫＴ４－Ｒ
ＰＩＬＯＴ　ＳＧＦＲ－１０ＳＬ　Ｒ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（赤（レッド）　１０本/箱）

3 箱

20 朱肉（小）
シャチハタ　ＭＱＮ－４０
ライオン　ＳＤ－４０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 個

21 朱肉（中）
シャチハタ　ＭＱＮ－５０
ライオン　ＳＤ－５０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 個

22 シャープペンシル替芯２Ｂ

ぺんてる　Ｃ２５５Ｘ２Ｂ
三菱鉛筆　Ｕ０５２０２ＮＤ２Ｂ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（４０本/個）

20 個

23 スポンジ
住友ｽﾘｰｴﾑ　Ｓ－２１Ｋ（16個ﾊﾟｯｸ）
キクロン　キクロンＡ（10個又は1個ﾊﾟｯｸ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

48 個

24 セロハンテープ

ニチバン　ＣＴ４０５ＡＰ－１５
コクヨ　Ｔ－ＳＫ１５Ｎ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（１５mm×３５m　１０巻/パック）

1 パック

25 石鹸

アース製薬　ミューズ
牛乳石鹸　メディッシュ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（薬用石鹸　３個/パック）

10 パック

26 デスクマット

ライオン　№２－ＰＲＭ
コクヨ　マ－８１２ＮＭ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（天板適応サイズ　１４６０×７３０mm）

5 枚

27 テープカートリッジ（36mm）
キングジム　ＳＳ３６Ｋ　白に黒文字

（又は同規格の他社の製品を含む）
30 個

28 テープカートリッジ（12mm）

キングジム　ＳＳ１２Ｋ－５Ｐ
白に黒文字　　５個/箱

（又は同規格の他社の製品を含む）

2 箱

29 糊（スティック式）
トンボ鉛筆　ＰＴ－ＮＣ
コクヨ　タ－ＣＬ３１５
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

30 個

30
糊（テープ式用専用カート
リッジ）

プラス　ＴＧ－３１０Ｒ－１０Ｐ
１０個/箱

（又は同規格の他社の製品を含む）

10 箱

31 はさみ
長谷川刃物　ＥＰ－１７５ＰＲ　青
コクヨ　ハサ－ＰＦ２１０Ｂ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 丁

32 付箋紙（フラッグ）
住友ｽﾘｰｴﾑ　６８３１Ｍ（１０個/箱）

又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
20 箱

小　　計

内　　訳　　書

数　量

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

33
ファイル（パイプ）
Ａ４Ｓ３㎝

キングジム　２４７３ＧＸＡ　青
コクヨ　ＲＴＫ６３０ＮＢ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 冊

34 封筒（長３　無地）

寿堂　０５２３
高春堂　５１１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（クラフト封筒　１００枚/袋）

10 袋

35 ブックエンド
ライオン　№６　２２３－６４
コクヨ　ＢＳ３３ＮＭ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

300 組

36 プリンタラベル（１２面）

エーワン　３１３３３
ヒサゴ　ＯＰ８６１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（Ａ４　１２面　２０シート/冊）

20 冊

37 ホッチキス（NO.１０）
マックス　ＨＤ－１０ＤＦⅡ　ブルー
コクヨ　ＳＬ－ＭＦ８３ＴＢ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 個

38 ホッチキス針（NO.１０）
マックス　№１０－１Ｍ
コクヨ　ＳＬ－１０Ｎ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

60 箱

39 ボールペン（黒）
三菱鉛筆　ＳＮ－１０００７．２４　黒
ぺんてる　ＢＸ１０７　黒（Ａ－Ａ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

200 本

40 ボールペン（赤）
三菱鉛筆　ＳＮ－１０００７．１５　赤
ぺんてる　ＢＸ１０７　赤（Ｂ－Ｂ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

100 本

41 マジックインキ（極細）黒
ゼブラ　ＹＹＴＨ３　黒（ＢＫ）
トンボ鉛筆　ＯＳ－ＴＭＥ　黒（３３）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

30 本

42 マグネットバー
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０３７Ｊ　ブルー（Ｂ）
ミツヤ　ＭＧＢ－３００　青（ＢＵ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

30 個

43 マグネットクリップ　Ｌ
ソニック　ＣＰ－６３
コクヨ　クリ－６３ＮＢ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 個

44 名刺ホルダー

キングジム　３７ＳＰＷ
セキセイ　ＸＣ－５００Ｙ－００
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（Ａ４縦型　３０穴　横入れ　５００名）

10 冊

45
レターファイル
（A4Eフラットファイル）

コクヨ　フ－Ｔ１５Ｇ
プラス　№０２２Ｎ　グリーン
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

200 冊

46 輪ゴム

クラウン　ＣＲ－ＢＤ１８Ｎ－ＡＭ
共和　Ｏ－１８
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（内径４４．５mm　１００ｇ/箱）

5 箱

47 クリアポケット
テージー　Ｐ－３４２Ｅ(50枚/ﾊﾟｯｸ)
ライオン　ＬＦＳ－０３ＣＰ(10枚/冊)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 枚

48 カップ（透明）

サンナップ　Ｃ２１３０ＺＥＸ
日本デキシー　１７９－６９４
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）
（７オンス　３０個/パック）

10 パック

小　　計

計

消費税及び地方消費税

合　　計

内　　訳　　書

数　量

 


