
２６．   １．   ２７ 

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２６年２月１４日（金）１１：００ 

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     鉛筆（黒Ｂ） ほか１４３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２６年３月２５日（火） 

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） 同等品により入札を希望する者は、平成２６年２月１０日（月）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 鉛筆（黒Ｂ）
トンボ鉛筆　ＬＡ－ＫＥＡＢ、三菱鉛筆　Ｋ
９８００ＥＷＢ（１２本／箱）又は同等以上
のもの（他社の製品を含む）

10 箱

2 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）

30 枚

3
カードケース（Ａ４マグネッ
ト）

エコール　ＥＭＣ－Ａ４、コクヨ　マク－６
１４Ｂ又は同等以上のもの(他社の製品を含
む)

30 枚

4 紙ばさみ（Ａ４縦）
セキセイ　Ｙ－５６－００、コクヨ　ヨハ－
２８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）
セキセイ　Ｙ－５５－００、コクヨ　ヨハ－
２３又は同等以上のもの(他社の製品を含む)

30 枚

6 ガチャック本体（中）
オート　ＧＳ－５００ＥＢ又は同等以上のも
の（他社の製品を含む）

10 個

7 ガチャック本体（小）
オート　ＧＭ－４００ＥＢ又は同等以上のも
の（他社の製品を含む）

10 個

8 ガチャ玉（小）
オート　ＧＧＭ－７　（１００個／箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 箱

9 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）

20 パック

10 乾電池（単３）
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　ＬＲ６ＥＪＮ/４０Ｓ、富士通　Ｌ
Ｒ６Ｇ－ＰＬＵＳ(4S)10（４０本/箱）又は
同等以上のもの（他社の製品を含む）

3 箱

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

5 箱

12 カラートレー
キングジム　４００８ＢＦ　青、LIHIT LAB.
Ａ－７１７　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｲｵﾚｯﾄ又は同等以上のも
の（他社の製品を含む）

10 個

13
クリップバインダー
(蝶型 特大41㎜）

日本クリノス　Ｗクリ－０、プラス　ＣＰ－
１０２（黒　１０個/箱）又は同等以上のも
の（他社の製品を含む）

10 箱

14
クリップバインダー(蝶型
豆）

ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０３０Ｊ－ＳＳ１００、プラ
ス　ＣＰ１０６－１０Ｐ（黒　１００入/
箱）又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

10 箱

15 クリップ（ゼム 大）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ２９８Ｊ－Ｌ１００、プラス
ＣＰ－３０９（１００個／袋）又は同等以上
のもの（他社の製品を含む）

10 袋

16 クリップ（ゼム 特大）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ２９７Ｊ－ＬＬ１００、プラ
ス　ＣＰ－３０２（１００個/袋）又は同等
以上のもの（他社の製品を含む）

10 袋

内　　訳　　書

数　量

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

17 クリップ（スライド式 Ｓ）
日本クリノス　ＳクリＳ－３０、ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ
Ｂ００１Ｊ－３０（３０個／箱）又は同等以
上のもの（他社の製品を含む）

30 箱

18 クリップ（スライド式 Ｌ）
日本クリノス　ＳクリＬ－２０、ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ
Ｂ００２Ｊ－２０（２０個／箱）又は同等以
上のもの（他社の製品を含む）

30 箱

19 クリップ（スーパー Ｓ）
オート　ＳＣ－８００（１００個／箱）又は
同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 箱

20 クリップ（スーパー Ｌ）
オート　ＳＣ－８００Ｌ（６０個／箱）又は
同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 箱

21 クリヤーブック（Ａ４）
キングジム　５１３６Ｗ　青、プラス　ＦＣ
－１０４ＥＮ　ブルー（４０ポケット）又は
同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 冊

22 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

23 消しゴム（砂）
トンボ鉛筆　ＥＳ－５１２Ａ、シード　ＥＲ
－５１２又は同等以上のもの（他社の製品を
含む）

20 個

24 蛍光ペン（オレンジ）
ゼブラ　ＷＫＴ４－ＯＲ、トンボ鉛筆　ＷＡ
－ＴＣ９３又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 本

25 蛍光ペン（紫）
ゼブラ　ＷＫＴ４－ＰＵ、トンボ鉛筆　ＷＡ
－ＴＣ９７又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 本

26 朱肉用液（小ボトルタイプ）
シャチハタ　ＯＱＮ－２８、マックス　ＳＡ
－１８Ｐプレミオシュ又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

20 個

27 シャープペンシル
ぺんてる　ＡＺ１２５－Ａ、ゼブラ　ＭＮ５
－ＢＫ又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

300 本

28 シャープペンシル替芯Ｂ
ぺんてる　Ｃ２５５－Ｂ、三菱鉛筆　Ｕ０５
２０２ＮＤＢ又は同等以上のもの（他社の製
品を含む）

50 個

29 シャープペンシル替芯２Ｂ
ぺんてる　Ｃ２５５－２Ｂ、三菱鉛筆　Ｕ０
５２０２ＮＤ２Ｂ又は同等以上のもの（他社
の製品を含む）

50 個

30 接着剤（瞬間）
コニシ　＃０５２７３、住友スリーエム　７
００５Ｓ又は同等以上のもの（他社の製品を
含む）

10 個

31 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

6 箱

32 糊（スティック式）
トンボ鉛筆　ＰＴ－ＮＣ、コクヨ　タ－３１
５又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 個

内　　訳　　書

数　量

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

33 糊（テープ式）
プラス　ＴＧ－３１０、ニチバン　ＴＮ－Ｔ
Ｅ８又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

50 個

34 ノート（Ａ４普通罫）
コクヨ　ノ－Ｅ２０３Ａ、アピカ　１Ａ３Ｆ
Ｅ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

100 冊

35
ノート（Ｂ５リング式普通
罫）

コクヨ　ス－ＴＥ１１０ＡＮ、アピカ　ＦＳ
Ｗ４ＡＺ又は同等以上のもの（他社の製品を
含む）

50 冊

36 紐（ビニール）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ１７４Ｊ、大明商事　玉巻ひ
も　白（３００ｍ／個　玉巻　白）又は同等
以上のもの（他社の製品を含む）

50 個

37 付箋紙（75×50㎜）
住友スリーエム　ポストイット、６５６１－
Ｋ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 箱

38 付箋紙（75×25㎜）
住友スリーエム　ポストイット、５００１－
Ｋ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

20 箱

39 付箋紙（38×50㎜）
住友スリーエム　ポストイット、６５３ＲＰ
－Ｙ　（１０個／箱）又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

20 箱

40 付箋紙（75×75㎜）
住友スリーエム　ポストイット、６５４１－
Ｋ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 箱

41 付箋紙（75×12.5㎜）
住友スリーエム　ポストイット、５６０１－
Ｋ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 箱

42 付箋紙（フラッグ10×44㎜）
住友スリーエム　ポストイット、６８３１Ｍ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 箱

43 付箋紙（フラッグ40×34㎜）
住友スリーエム　ポストイット、６８２Ｌ－
２（１０個/箱）又は同等以上のもの（他社
の製品を含む）

50 箱

44
付箋紙（ポインター12×44
㎜）

住友スリーエム　ポストイット、６８４１Ｎ
Ｅ又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

50 箱

45
ファイル（パイプ）
Ａ４Ｓ３㎝

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

50 冊

46
ファイル（パイプ）
Ａ４Ｓ５㎝

キングジム　２４７５ＧＸＡ　青、コクヨ
フ－ＲＴＫ６５０ＮＢ又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

50 冊

47 封筒（長３　無地）
高春堂　５１１、寿堂　０５２３（クラフト
封筒　１００枚／袋）又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

10 袋

48 文書保存箱
プラス　ＤＮ－２４２Ｎ、キングジム　４３
７０（１０個／箱）又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

10 箱

内　　訳　　書

数　量

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

49 プリンタラベル（２４面）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ａ１４８Ｊ、プラス　ＭＥ－５
１５Ｔ（１００枚／冊）又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

20 冊

50 ホッチキス針（NO.１０）
マックス　№１０－１Ｍ、コクヨ　ＳＬ－１
０Ｎ又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

100 箱

51 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）

100 本

52 ボールペン（青）
三菱鉛筆　ＳＮ－１０００７．３３　青、ぺ
んてる　ＢＸ１０７　青（Ｃ－Ｃ）又は同等
以上のもの（他社の製品を含む）

100 本

53 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）

50 個

54 マグネットシート（白）
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ１８８Ｊ　白（－Ｗ）、コク
ヨ　マク－３１０Ｗ又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

30 枚

55 見出紙（インデックス）小赤
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５５Ｊ－Ｓ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３１又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

56 見出紙（インデックス）小青
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５５Ｊ－Ｓ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３１又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

57 見出紙（インデックス）中赤
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５６Ｊ－Ｍ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３２又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

58 見出紙（インデックス）中青
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５６Ｊ－Ｍ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３２又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

59 見出紙（インデックス）大赤
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５７Ｊ－Ｌ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３３又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

60 見出紙（インデックス）大青
ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ　Ｂ０５７Ｊ－Ｌ、ニチバン　Ｍ
Ｌ－２３３又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

30 個

61
レターファイル
（Ａ４Ｓフラットファイル）

コクヨ　フ－Ｔ１０ＮＧ、プラス　№０２１
Ｎ　リーフグリーン又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

300 冊

62
レターファイル
（Ａ４Ｅフラットファイル）

コクヨ　フ－Ｔ１５Ｙ、プラス　№０２２Ｎ
イエロー又は同等以上のもの（他社の製品を
含む）

300 冊

63 ＥＰカートリッジ
ＮＥＣ
ＰＲ－Ｌ８５００－１２

1 個

64 板ダンボール
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ板　A3ｻｲｽﾞ　C5/BF(厚さ3mm)
302×425mm 50枚

3 組

内　　訳　　書

数　量

 

 

 

 

 

 

 

 

 



番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

65 板ダンボール
ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ板　A2ｻｲｽﾞ C5/BF(厚さ3mm)
425×599ｍｍ 120枚

1 組

66 透明ポケット
ｺﾚｸﾄ A6用（CF-660)30枚入､ｾｷｾｲ A6用
(AZ-540）30枚入又は同等以上のもの(他社の
製品を含む)

10 袋

67 透明ポケット
ｺﾚｸﾄ B7用（CF-700)30枚入､ｾｷｾｲ B7用
(AZ-535）30枚入又は同等以上のもの(他社の
製品を含む)

2 袋

68 カッティングマット
ｾｷｾｲ ｶｯﾃﾝｸﾞﾏｯﾄ発泡美人　A2/FB-4618､ﾌﾟﾗｽ
ｶｯﾃﾝｸﾞﾏｯﾄ A2　ｸﾞﾘｰﾝ　CS-A2　GR48-586又は
同等以上のもの(他社の製品を含む)

6 個

69 テープのり

PLUS TAPE GLUE R　TG-210（強粘着）
8.4mm×10m　10個ﾊﾟｯｸ、ｺｸﾖ　ﾀ-DM400-08
（強粘着）10個､又は同等以上のもの(他社の
製品を含む)

1 個

70 アルバム
コクヨ ア-M160D又は同等以上のもの(他社の
製品を含む)

6 冊

71 アルバム台紙
コクヨ ア-M903N (10枚入)又は同等以上のも
の(他社の製品を含む)

30 袋

72 紙バック
うずまき 額入れﾊﾞｯｸ べ-584 10枚、ｼﾓｼﾞﾏ
ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾞｯｸ 6138002ﾏﾄﾒ10 10枚又は同等以上
のもの(他社の製品を含む)

2 束

73 カラーインデックス
ｷﾝｸﾞｼﾞﾑｶﾗｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ(ﾀﾃ型2穴)100組、ｺｸﾖｶﾗ-
仕切ｶ-ﾄﾞﾌｧｲﾙ用100組入又は同等以上のもの(他

社製品を含む｡)

2 個

74 丸型シール
ｴｰﾜﾝ ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ(丸型)20mm:青07042(336片)、ｺ
ｸﾖ ﾀｯｸﾀｲﾄﾙφ20:青ﾀ-70-43NB(340片)又は同
等以上のもの(他社の製品を含む)

2 個

75 丸型シール
ｴｰﾜﾝ ｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ(丸型)20mm:緑07043(336片)、ｺ
ｸﾖ ﾀｯｸﾀｲﾄﾙφ20:緑ﾀ-70-43NG(340片)又は同
等以上のもの(他社の製品を含む)

2 個

76 丸型シール
ｴｰﾜﾝｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ(丸型)20mm:黄07044(336片)、ｺｸ
ﾖ ﾀｯｸﾀｲﾄﾙφ20:黄ﾀ-70-43NLY(340片)
又は同等以上のもの(他社の製品を含む)

2 個

77 丸型シール
ｴｰﾜﾝｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ(丸型)20mm:橙07045(336片)、ｺｸ
ﾖ ﾀｯｸﾀｲﾄﾙφ20:橙ﾀ-70-43NL(340片)又は同等
以上のもの(他社の製品を含む)

2 個

78 丸型シール
ｴｰﾜﾝｶﾗｰﾗﾍﾞﾙ(丸型)20mm:白07050(336片)、ｺｸ
ﾖ ﾀｯｸﾀｲﾄﾙφ20:白ﾀ-70-43NW(340片)又は同等
以上のもの(他社の製品を含む)

3 個

79 クリアポケット
ﾏﾙﾏﾝｸﾘｱﾎﾟｹｯﾄL460F 50枚入、ｷﾝｸﾞｼﾞﾑ再生透
明ﾎﾟｹｯﾄ207-100 100枚入　又は同等以上のもの

(他社の製品を含む)

100 枚

80 賞状盆（B4）
ｵｰﾌﾟﾝ賞状盆SJ-15、ｺﾚｸﾄ賞状盆T-15又は同等
以上のもの(他社の製品を含む)

2 個

内　　訳　　書
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番号 品　　名 規　　格 単　価 金　　額 備　考

81 FAXインク紙 ＫＸ－ＦＡＮ１９０Ｗ 6 箱

82 シュレッダーはさみ
ｻﾝｽﾀｰ文具S6301401(ｶｰﾄﾞ細断用)、ﾅｶﾊﾞﾔｼ
EA763ZD-110　又は同等以上のもの(他社の製
品を含む)

1 丁

83 図面ケース
ｾｷｾｲART-802-60、LIHIT LAB.F-913又は同等
以上のもの(他社の製品を含む)

1 個

84 パウチフィルム
ｸﾗｳﾝCR-LP65-T、明光商会 MP10-6595又は同
等以上のもの(他社の製品を含む)

3 個

85 テプラカートリッジ ｷﾝｸﾞｼﾞﾑ SM36XC(備品管理ﾗﾍﾞﾙ) 3 個

86 印箱
ﾌﾟﾗｽ SB-004、ｶｰﾙ事務器 SB-7003又は同等以
上のもの(他社の製品を含む)

1 個

87 テープのり トンボ鉛筆 PR-MSM8.4 6 個

88 パウチフィルム
クラウン CR-LP60-T、明光商会 MP10-6090
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

15 箱

89 付箋紙
住友スリーエム 6831NE、又は同等以上のも
の(他社の製品を含む）

5 個

90 付箋紙
住友スリーエム 6841NE、又は同等以上のも
の(他社の製品を含む）

5 個

91 付箋紙
ヤマト NORK-25CH-6C、住友スリーエム SSR-
25YP  又は同等以上のもの(他社の製品を含
む）

5 個

92 パウチフィルム
明光商会MP15-220307､ｺｸﾖMSP-15F  220307N
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

3 箱

93 パウチフィルム
明光商会MP15-307430､ｺｸﾖMSP-15F  307430N
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

1 箱

94 のり
ヤマトE-NA-50T､パイロットSGE-50T
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

10 個

95 色紙額
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾌ-CW-280(B)､ｺｸﾖ ｶ-101NB
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

1 個

96 文書保存箱
ｾﾞﾈﾗﾙSC-501、ﾌｪﾛｰｽﾞ703BOXB4黒
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

100 個

数　量

内　　訳　　書
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97 ブックエンド
ｷﾊﾗ 64014-1(10個入)､伊藤伊4553ｱｲﾎﾞﾘｰ(10
個入)又は同等以上のもの(他社の製品を含
む｡)

5 組

98 台紙
ﾁｸﾏ ２面V-207ﾌﾞﾗｳﾝ､ﾊｸﾊﾞMSL-BRSQ2L-2
又は同等以上のもの(他社の製品を含む｡)

20 個

99 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICBK48(ﾌｫﾄﾌﾞﾗｯｸ)

15 個

100 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インクICC48(ｼｱ
ﾝ)

15 個

101 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICGY48(ｸﾞﾚｰ)

15 個

102 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インクICLC48(ﾗ
ｲﾄｼｱﾝ)

15 個

103 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICLGY48(ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ)

15 個

104 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICVLM48(ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞﾗｲﾄﾏｾﾞﾝﾀ)

15 個

105 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICVM48(ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾏｾﾞﾝﾀ)

15 個

106 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インク
ICMB48(ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ)

15 個

107 インクカートリッジ
ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002インクICY48(ｲｴ
ﾛｰ)

15 個

108 メンテナンスカートリッジ ｴﾌﾟｿﾝMAXARTｲﾝｸｼﾞｪｯﾄPX-5002 ICMT1 5 個

109 インクカートリッジ
ｷｬﾉﾝBCI-351+350/6MP､インクタンク　BCI-
351（BK/C/M/Y/GY）+BCI-350 マルチパック

15 個

110 二つ折りカード
マルアイ　ＧＰ－Ａ５１（50枚入×６個）、
月印紙製品ア４７２２７（100枚入×３個）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

300 枚

111 洋形封筒
マルアイ　ＧＰ－ヨ５３（50枚入×６個）、
ハート　ＹＣＰ２９３（10枚入×３０個）又
は同等以上のもの（他社の製品を含む）

300 枚

112 ラベルライター用テープ
キングジム　テプラＰＲＯテープカートリッ
ジ　ＳＴ２４ＫＭ

5 個

数　量

内　　訳　　書
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113 記章
オープン　ＫＳ－１０－ＲＤ、エヌエス
tak-5ribbon-B　赤又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

20 個

114 記章用タレ
オープン　ＫＳ－３Ｔ、エヌエス　tak-
bararibbon-B-tare又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

3 個

115 ルーペ
オープン　ＫＳ－１４、エヌエス　tak-
bararibbon-RB又は同等以上のもの（他社の
製品を含む）

50 個

116 ＤＪプロッターＣＰコート紙 ヒューレットパッカード　Ｃ6020Ｂ 1 本

117 ＬＡＮケーブル延長コネクタ
サンワサプライ　ＡＤＴ－ＥＸ－６Ｅ、ＥＬ
ＥＣＯＭ　ＬＤ－ＲＪ４５ＪＪ６ＡＹ２又は
同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 個

118 ＵＳＢリピータケーブル
サンワサプライ　ＫＢ－ＵＳＢ－Ｒ２１２、
ハイパーツールズ　ＵＥ２－１１２又は同等
以上のもの（他社の製品を含む）

1 本

119 ワイヤレスマウス

ＥＬＥＣＯＭ　Ｍ－ＬＳ１０ＤＬＢＫ、サン
ワサプライ　ＭＡ－ＷＢＬ２７ＢＫ又は同等
以上のもの（他社の製品を含む）
※ケーブル長１０ｍ以上であること

1 個

120 電源延長ケーブル
トラスコ中山　ＴＫＣ１５－１０３Ｐ、ハタ
ヤ　ＳＫ－１１０－Ｂ又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

1 本

121 リング式ファイル用リフィル
スマートバリュー　Ｄ１０８Ｊ、キングジム
１０３ＥＰＰ－１００又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

2 パック

122 インクカートリッジ エプソン　ICY66　イエロー 5 個

123 インクカートリッジ エプソン　ICM66　マゼンタ 5 個

124 インクカートリッジ エプソン　ICC66　シアン 25 個

125 インクカートリッジ エプソン　ICGL66　グロスオプティマイザ 20 個

126 インクカートリッジ エプソン　ICOR66　オレンジ 10 個

127 インクカートリッジ エプソン　ICBK66　フォトブラック 25 個

128 インクカートリッジ エプソン　ICBL66　ブルー 5 個

数　量
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129 インクカートリッジ エプソン　ICR66　レッド 5 個

130 パイプ式ファイル
キングジム　1473GX　青、LION　No.733RK
青又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

160 冊

131 レターファイル
キングジム　358BF　青、LION　LFL-03H　青
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

200 冊

132 パンチレスファイル
ジョインテックス　Z式ファイル　D182J
青、キングジム　572　青又は同等以上のも
の（他社の製品を含む）

200 冊

133 シュレッダー専用オイル
フェローズジャパン 37250、サンワサプライ
PSD-CD1 120ml又は同等以上のもの（他社の
製品を含む）

2 個

134 名札
ｸﾗｳﾝ ﾀｯｸｽｹｰｽ CR-TACM10－BL 5枚、ﾏｸﾞﾈﾋﾟﾀ
ﾘｯｸA型 56×107　 5枚又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

20 パック

135 賞状用紙
山櫻　A3　RG 100枚入、タカ印　10-1187
A3　100枚又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

4 箱

136 賞状用紙
山櫻　A4　RG 100枚入、タカ印　10-1167
A4　100枚又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

2 箱

137 綴込表紙
コクヨ ツ－47 A4－S 4穴、セキセイ　H-41
A4　4穴又は同等以上のもの（他社の製品を
含む）

100 組

138 式辞用紙
マルアイ GP-シシ10又は同等以上のもの（他
社の製品を含む）

30 個

139 丸筒
エコール　K5036、クラウン　CR-MT36又は同
等以上のもの（他社の製品を含む）

150 個

140 結束用ひも
プラス ねじりっこ TF-800WH ｶｯﾀｰ付、サン
ワサプライ TVCA-611又は同等以上のもの
（他社の製品を含む）

1 個

141 証書ホルダー
テージー　SYB-160 A3 黒、コレクト　F-144
濃紺又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

10 冊

142 デッキブラシ
山崎産業 CL540-I180-MB、パーム工業 ねじ
込みナイロンデッキ　木柄1350又は同等以上
のもの（他社の製品を含む）

2 個

143 身分証ケース
ｵｰﾌﾟﾝ工業 N-54-BU 10枚入、コクヨ　ナフ-
SD180-10B又は同等以上のもの（他社の製品
を含む）

10 パック

144 デスクトレー
PLUS S ﾌﾞﾗｯｸ 63-828、ライオン　CS-58
882-79又は同等以上のもの（他社の製品を含
む）

2 個

数　量

内　　訳　　書

 


