
26.　7　.　23

支出負担行為担当官　　)

会計室長　鶴　岡　　俊

公　　　告

下記により入札に付します。

1　入札方式　一般競争入札

2　入札日時　平成26年8月8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鵜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)　大臣官房衛生藍、運用企画局長、経理装備局長(以下「省指名停止権者」という。)から又は防

衛研究所長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を

受けている期間中の者でないこと。

(5)　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と

同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

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8%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100/108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　　　　ボールペン(黒))ほか51品目

(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9月30日(火)



11　その他

(1)入札参加希望者は下話まで連絡し、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窒　木下)

(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8月4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。



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

1 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92異R��三菱鉛筆SN-10007-24 ぺんてるBP127-A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#��gｲ� �� 

2 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92��"��三菱鉛筆SN-10007-33 ぺんてるBP127-C 又は同等以上のもの(他社の鯉品を含む。) ����gｲ� �� 

3 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92��Y�ｸﾙR��三菱鉛蟹UB-105.24 ぺんてるB-100AD′ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����gｲ� �� 

4 �5H48987�92異R��ぺんてるS520-AD サクラクレパスWK-S鵜49 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鼎�gｵﾂ� �� 

5 �5H48987�92��"��ぺんてるS52〇二CD サクラクレパス¶Ⅸ-S#36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#�gｲ� �� 

6 佗XﾏX7�92�鋳�ゼブラWKT4-Y PILOTSGFR-1OSLY 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#��gｲ� �� 

7 佗XﾏX7�92榎竰�ゼブラWKT4-G PILOTSGFR-10SLG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�gｲ� �� 

“8 佗XﾏX7�92��B��ゼブラWKT4-R 一PILOTSGFR-10SLR 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�gｲ� �� 

9 �8ｭ87ｨ8ｸ5��ｲ�三菱鉛筆HLD5O2T喜33 シャチハタCPH-A2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾌ"� �� 

10 偃�?r�8ｭ87ｨ8ｸ5��ｹw���三菱鉛筆HしS252 シャチハタCPH-RC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (蝿9に対応する製品) 鉄�ﾌ"� �� 

11 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ｄ�B俟H��コクヨクケー3034 画数CCP-A42 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 塔�hr� �� 

12 �4ｨ6(5��ｲ�プラスCU-○○5 オルフア155K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

13 �,ﾘ+8-ﾒ�長谷川刃物EP-175BU プラス?C-175STN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���)｢� �� 

14 �6�986�7�986��マックスDP-15N/B プラスPU-815A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

15 做9�86X�ｸ7bドub��トンボ鉛筆CT-CX6 プラスW慮-106T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

16 ��ｩ(Xﾝﾂ姻XｭB��コニシ鵜05273 住友スリーエム7○○5S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

小　　計 鳴� �� ��



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

17 �5ｸ8�4�8ｨ6(7b淫ﾂ��スマートバリューB299J-SlOO 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) �3��ﾂ� �� 

18 �6ﾘ�ｸ6r�#YX�,ｨﾇ"��ジョインテックスP501J コクヨノーE3AN 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾟｲ� �� 

19 �7H4�488ｲ�7�487b���E3f8ub�キングジム2476Aアオ コクヨフーRT660B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾌ"� �� 

20 兌h��]ｹ�iJ��プラスDN-242N、 キングジム4370 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (10個/箱) �#YJ�� �� 

21 �4ｨ6(5��ｹ.斡ｲ�共栄プラスチックGCT-30 コクヨCL-RC3Oノ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �8ﾌ"� �� 

22 �7ｨ6(6�4ﾈ5��｢�マックストも3-10Ⅲ　2,400本/箱 (マックスホッチキスⅢ)-3D専用品) �(ﾌ"� �� 

23 ��h7�487i�ﾒ�ライオン20074 (ライオン強力パンチN0.200N専用品) 滴ﾌ"� �� 

24 假9L"�ライオン20076 (ライオン強力パンチN°.200N専用品) �(ﾌ"� �� 

25 �7�4X6�7H488ｸ8��コクヨKLM-GF216303-C クラウンCR-LPA4-T 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(ﾌ"� �� 

26 �7�4X6�7H488ｸ8��コクヨKLM-GF6595喜C クラウンCR-LP65-T 又は同等以上のもの(他社製品を含む。) �8ﾌ"� �� 

27 �6X�ｸ7h,ﾈ.�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�トンボ鉛筆　PR-MSM8.4 塗ﾌ"� �� 

28 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジム　SM36ⅩC(備品管理ラヘ◆の ���ﾌ"� �� 

29 �6X7h8�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジム　SB24T(マットラベル) 店ﾌ"� �� 

30 �6I:顰�+X588��サクラクレパスRE-20○○ シードEE-DO2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(ﾌ"� �� 

31 �7ﾘ6(6x鐫�エプソンKA425OSFR プラス工T-225MP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (A4250枚/袋) 妬�ﾂ� �� 

32 �7ﾘ6(6x鐫�エプソンKA31OOSFR「 プラスIT-140MP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (A3100枚/袋) 添�ﾂ� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��Hﾆ"���単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

33 �8��ｸ7�8ｸ5h�ｸ8ｲ�エーワン73125 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (A4125面100シート/袋)/ 妬�ﾂ� �� 

34 �6X�ｸ7h,ﾈ.��ブラスTG-51OBC トンボPN-US. 又は同等以上のもの(他革の製品を含む。) �#��ﾌ"� �� 

35 �,ﾈ.��ヤマトE-NA-50T パイロットSGE-50T 文は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

36 �7X8ﾘ6(4�8�8"�アビカME801N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (10調×10調250枚ホワイト) ���(ﾟｲ� �� 

37 �7ﾘ4�6ﾈ6(6x5h�ｸ6r�スマートバリューB645J マグェックスMSWFMMC-O8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���hr� �� 

38 �7h8ｨ985�8��ｸ5x8ﾂ�コクヨKPC-HEllOl-10O エーワン31284 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (100枚/袋) 添�ﾂ� �� 

39 僞9(Xﾝﾂ�コクヨター380N (有)カンどこネットブル・タック 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

40 �4�8ｨ8H�ｸ7ｨ8ｸ5��ｲ��"��コクヨフK750B クラウンF-78-8 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�馼r� �� 

41 �4�8ｨ8H�ｸ7ｨ8ｸ5��ｲ榎竰��������������"�コクヨフK7き0G クラウンF-78-7 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�hr� �� 

42 �4�8ｨ8H�ｸ7ｨ8ｸ5��ｲ�78984竰�コクヨフK750P クラウンF-78-12 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�hr� �� 

43 �4�8ｨ8H�ｸ7ｨ8ｸ5��ｲ�鋳�コクヨフK750Y クラウンF-78-5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�hr� �� 

44 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5���右9(R��西敬ハレカA4 ハロクリカⅩTC-02A4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�hr� �� 

45 佇ｨ､ｨ*�7�986���R��マックスDP-180 コクヨPN-36 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 緬�B� �� 

46 佇ｨ､ｨ*�7�986��i���マックスDP-180カエバ コクヨPN-36A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (2本/パック蝿45に対応する製品) �(6��ﾈ8�4�� �� 

47 佇ｨ､ｨ*�7�986��韵2�マックスDPハウケ コクヨPN-36B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (10個/パック甑.45に対応する製品) 綿6��h7X5�� �� 

48 俐I�h4�4�8ｨ8ｸ7X6(4�5�5�986��キハラ69201-0 エージAG-BKO3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �8ﾌ"� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

49 �7ﾘ8ｸ6�4ｨ�ｸ6��ｦX顗7h8ｨ985靄9w�鐫�エーワン51083 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (A4版12面キャッシュかドサイスeラミネート用) ����ﾂ� �� 

50 俾�:陋x�7杏i�ｩw�ｴﾉ�w�鐫�いすず20012-31 31日用15枚入り 悼J�� �� 

51 俾�:陋x�7杏i�ｩw��4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5x7�92�いすず　PEN-BK-ON2　2本入り �8ﾌ"� �� 

52 俤�&hｴ�稲�:竰�アイ・エス・イーオフィスサプライ NC-1000 インターコスモス50〇〇〇30’ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���B� �� 

合　　計 �� ��■漢書 


