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支出負担行為担当官　　　　三園章曾マナ

防衛省防衛研究所企画部総務繰　こ
く

会計室長　鶴　岡　俊　樹

公ノ　　　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12月8日(月)10;30

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先鋭業者である

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　　　　　カードケース(A4)硬質ほか75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12月25日(木)

-

農

工



11　その他

(1)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。

ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

(2)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　FTⅨ.b3鵜3713-1760

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室　木下)

(3)代理人による入札については、委任状を提出すること

(4)同等品により入札を希望する者は平成26年11月28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。

(5)　本書記載事項の詳細については、(2)まで問い合わせること。



内　訳　書

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

1 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ｄ�B俟H��スマートバリューDO62_J-A4 プラス　PC-204C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄�hr� �� 

2 �,ﾈ.ｈ5�6X4(6(4韭竰�トンボ鉛筆PT-NC コクヨターCし315 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����gｲ� �� 

3 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92異R��三菱鉛筆SN-1〇〇〇7-24 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� �� 

4 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92��B��三菱鉛筆SN-10007-15 ぺんてるBP127-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#��gｲ� �� 

5 �7ﾘ4�6ﾈ6(6x4�8ｨ6(7b�+X+R��マグェックスMPS-2し ソニックCP-962 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#�ﾌ"� �� 

6 佗XﾏX7ﾘ�ｸ4ｨ�ｲ�484x8ﾘ�ｲ��ゼブラWKTll-Y トンボ鉛筆WA-TC91 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�4�8ﾈ985r��ゼブラWKTll-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。) ����gｲ� �� 

8 佗XﾏX7�92�4�8ｨ�ｸ92��ゼブラWKTll-G トンボ鉛筆WA-TC92 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�gｲ� �� 

9 佗XﾏX7�92�78984竰�ゼブラWKTll-P トンボ鉛筆WA-TC90 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����gｲ� �� 

10 佗XﾏX7�92�7X8ｸ�ｲ��ゼブラWKTll-BL トンボ鉛筆WA-TC96 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����gｲ� �� 

11 偃�?r��R��シャチハタMQN-60 ライオンSD-60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���ﾌ"� �� 

I2 �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� �� 

13 凩h588��クラウンCR」BD18N-AM 共和○-18 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) (内径44.5皿血1○○g/箱) �3�J�� �� 

14 �48986h6(4�5ｉGy(b��ニチバンMし-232B コクヨダー121B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �3��ﾂ� �� 

15 �48986h6(4�5ｉ�I�R��ニチバンMし-233R コクヨダー122R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �3��ﾂ� �� 

16 �4ｸ6�8Hｼ｢��R��オート’GGし-10 100佃/箱 (又は同規格の他社の製品を含む) ���J�� �� 

小　　計 �� �� ��



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��R��スマートバリューB298J-しlOO プラスCP鵜309 (100個/袋) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �����ﾂ� �� 

18 �5ｸ8�4�8ｨ6(7b�<��R��スマートバリューB297J-LLlOO 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。) 鉄��ﾂ� �� 

19 �7ｨ6(6�4ﾈ5��マックスHD-10DF2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) �#�ﾌ"� �� 

20 �7ﾘ5x6(4�48984竏ﾝ~U�ﾙR��ゼブラYYTH3-BK トンボ鉛筆OS-TME-33 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄�gｲ� �� 

21 �7ﾘ5x6(4�48984竏ﾝx･��"��ゼブラYYTH3-BL トンボ鉛筆OS-TME-15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �3�gｲ� �� 

22 �7ﾘ5x6(4�48984竏ﾝx･��B��ゼブラYYTIH3-R トンボ鉛筆OS-TME-25 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �3�gｲ� �� 

23 �4�8ｨ8H�ｸ7ｨ8ｸ5��ｲ��B��スマートバリューD500J クラウンCR-CElOO 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄��hr� �� 

24 �?�,)�ﾈ.�4ｨ�ｸ6��マルアイGP-A51 月印白大礼2号×2丁ア47227 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3��hr� �� 

25 况ﾓ)YY9ｲ�マルアイGP-ヨ53 heart越前和紙YCP293 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3��hr� �� 

26 簸�4�8ｨ�ｸ6��Y)｢�サンワサプライCD-WT9 プラスOC-001 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾌ"� �� 

27 簸�4�8ｨ�ｸ6��ｸｶﾉ�iw��サンワサプライCD」WT9P プラスOC-231 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 肌26に適合する製品 ����ﾌ"� �� 

28 �48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キヤノン　BCI-7E十9/5MP ���7�6(4�� �� 

29 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　LFBK23EFB �3�gｲ� �� 
(0.5黒) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

30 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　LFBK23EFR �3�gｲ� �� 
(0.5赤) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

31 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　LFBK23EFL �3�gｲ� �� 
(0.5青) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

32 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�99�i�2���綛ﾙS9gｸ5ｨ6(6r��パイロットLFBKRF30EF3B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ‰.31に適合する製品 �3�5ｨ6(6r� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

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

33 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�99�i�2���綺�C9gｸ5ｨ6(6r��パイロットLFBKRF30EF3R 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 蝿32に適合する製品 �3�5ｨ6(6r� �� 

34 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�99�i�2���綺�#9gｸ5ｨ6(��6r��パイロットLFBKRF30EF3L 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 肌33に適合する製品 �3�5ｨ6(6r� �� 

35 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　LFBK23FB ���gｲ� �� 
(0.7黒) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

36 �5��8ﾈ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　LFBK23FR ���gｲ� �� 
(0.7赤) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

37 �5�8ｸ48984�7ｸ�ｸ8ｸ7�92�パイロット　しFBK23FL ���gｲ� �� 
(0.7青) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��

38 佗XﾏX7�939�h5ｨ6(6r�パイロットSFL-30SL-3C UNIEA765MH-17 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�5ｨ6(6r� �� 

39 �8ﾘ6(6x4ｸ�ｸ6��カール　K-10　1〇枚/個 �3�ﾌ"� �� 

40 �6X7h8�6X�ｸ7b�キングジム　SY24YD �(ｪ｢� �� 

41 俤�･�w�V�5ｨ6(6r�キングジムBFT鵜001 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����5ｨ6(6r� �� 

42 �7ｨ8�486x7��ｸ7��ｲ�A4　最厚口　135kg/四六判 鉄��hr� �� 

43 �8�7�8ｸ5h�ｸ8ｲ�エーワン’31268 44面10シート/冊 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#�ﾟｲ� �� 

44 �7ﾘ8ｸ6�4ｨ�ｸ6��エーワン51862 プラスW150KNTM45666 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 50シート/冊 ���ﾟｲ� �� 

45 仄ﾙ|ﾘ7ﾘ4�6ﾈ6(6r�コクヨマクー1010NT 一ミロスTD-1088C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���6�6(4�� �� 

46 �7ｨ8�486x7ｸ�ｸ6�488ﾈ�ｸ5X�ｲ�パイロットWBEH-M クラウンCR-ER3000鵜1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

47 僞9(X588��コクヨター380N ポスティックブル・タックCKBT-450000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#Xﾌ"� �� 

48 儻N+8鐫絢ﾙE9(X8ﾘ�ｸ8ｲ��住友スリーエムポストイット. SSR-25YP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 店ﾌ"� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

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

49 儻N+8鐫絢ﾙE9(X8ﾘ�ｸ8ｲ��住友スリーエムポストイット SSR-R25YP ��Xﾌ"� �� 
詰替用 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��冢�x,�4ｸﾘx+x.��ｹV��

50 儻N+8鐫�8ﾘ�ｸ8ｸ6X�ｸ7b��ヤマトメモツクロールテープ NORK-25’CH-6B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)’ 店ﾌ"� �� 

51 儻N+8鐫�8ﾘ�ｸ8ｸ6X�ｸ7b��ヤマトメモツクロールテープ RK-15H-B ��Xﾌ"�� �� 
詰替用 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��T鼎�,�4ｸﾘx+x.��ｹV��

52 �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。) �#��y�ﾂ� �� 

53 �7h8ｨ985�8�7�8ｲ�コクヨKPC-HEllOl-1OO エーワン31284音 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 100シート/冊 �8ﾟｲ� �� 

54 �7ﾘ4ｸ5x984ｨ6��ｲ�アプト64601○○A5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�hr� �� 

55 �7ﾘ4ｸ5x984ｨ6��ｲ�アプト64602○○B5 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����hr� �� 

56 �7ﾘ4ｸ5x984ｨ6��ｲ�アプト64606○○A4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����hr� �� 

57 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) ���J�� �� 

58 �7ﾘ4X5�7�6(6��サンワサ7.ライ曲マウスパッド(7Oラッ7)MPD-EC30BK ELECOM光学式センサマウスパッドMP-089BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾌ"� �� 

59 �5x4h8ｸ7ﾘ4X5�7�6(6��サン弗7.ライyOェルマウスパッド(7+ラックMPD-GEL20BK ELECOMマウハ●小○肥-096BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾌ"� �� 

60 �7h8�486�5h�ｸ7H4(8ｸ5��ｲ�サンワサブライブ●ライパシーセキュけイブルター(19.0型ワイド) PF190WS ELECOMのぞき見防止フルターEFS19W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

61 �5�4�6x8(�ｸ8ｸ4ｨ6(5��ｲ�ESCO295m皿ダクトモー肋ッグーEA338DD 水戸工機l、シテやィーモー砺ッダーHMC-100 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

62 ��i���ESCO替刃(EA338DD用/1枚)EA338DD-1 水戸工機I、ンディヤ肋ツター替刃IⅢC-100K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

63 �8�58988(�ｸ8ｲ�ESCO45mmX2.Omワゴンモール(灰)EA947HM-22 未来工業ワゴンモールグレー(G)op4-2G 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(ﾌ"� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��B驂｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

64 �8�58988(�ｸ8ｲ�ESCO45mX2.OmワJOンモール(パーゾユ)EA947HM-32 未来工業ワゴンモールパーゾユ(J)OP4-2J 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(ﾌ"� �� 

65 �48984�5x4h6(6x7h8ｨ985��ｲ�48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r異R��キヤノン　BCI-9BK2P　` ���7�6(4�� �� 

66 �48984�5x4h6(6x7h8ｨ985��ｲ�48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r異R��キヤノン　BCI-7EBK 店ﾌ"� �� 

67 �48984�5x4h6(6x7h8ｨ985��ｲ�48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r��484x8ﾘ�ｲ��キヤノン　BCI-7EY �8ﾌ"� �� 

68 �48984�5x4h6(6x7h8ｨ985��ｲ�48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r��7ﾘ5ｸ985竰�キヤノン　BCI-7EM �8ﾌ"� �� 

69 �48984�5x4h6(6x7h8ｨ985��ｲ�48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r��5h4�92��キヤノン　BCI-7BC �8ﾌ"� �� 

70 �6x6��ｸ4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�コニカミノルタ MS7OOOMKⅡ専用プリンター MSP3500用 �(ﾌ"� �� 

71 �6�8ﾘ5�988�987b�コニカミノルタ MS70OOMKⅡ用 �(ﾌ"� �� 

72 �7��ｸ5ﾈ6�8ｸ5h8X8ﾈ6(5��ナカバヤシ.NSE-206BK サンワサプライPSD-101BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

73 假ｹEｹ�ﾂ�フイルムルックス02工14 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 妬�ﾂ� �� 

74 假ｹEｹ�ﾂ�フイルムルックス02115 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �9�ﾂ� �� 

75 �7ﾘ4�6ﾈ6(6x7ﾈ5�6(6r�彩ふく4614-7203 キハラ78006-0“ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

76 �8�7�6ﾈ�ｸ5��ｲ��2��アスカし3540 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���B� �� 

合　　計 �� �� ��


