
27.　2　,　6

支出負担行為担当官

防衛省防衛研究所企画部糸

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27年2月24日(火)10:00

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鵜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(水性黒)ほか80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27年3月20日



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。

(TEし.03-5721-7005　内線6456　恥X.03-3713-1760

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27年2月17日(火)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�規　　格 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

1 �7ｸ�ｸ8ｸ7�92��Y�ｸﾙR��ぺんてるBlOO-AD 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-1〇〇〇7-33 コクヨPR-1○○B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����gｲ� �� 

3 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ｄ�B��7ﾘ4�6ﾈ6(6r�クラウンCR-MGA4-W コクヨマクー614W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鉄�hr� �� 

4 �4ｨ�ｸ6�5��ｸ5ｄ�B��ﾖH��スマートバリューDO62J÷A4 プラス　PC-204C 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����hr� ��

5 �4ｸ6�8Hｼ｢�(b��オートGGS-8(100個/箱) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�J�� �� 

6 �4ｨ6(5��ｲ�プラスCU○○05 オルフア11BS 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#�gｲ� �� 

7 �4ｨ6(5��ｸ7ﾘ6(6r��B��プラスCS-A4グリーン ジョインテックスBO59-J-A4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���hr� ��

8 �4�8ｨ4�7X6(4邃�B��キングジム136SPW青 LIHITLAB.G3202菅 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#�ﾟｲ� �� 

9 �,ﾈ.ｈ6X�ｸ7h���プラスTG-310 ニチバンTN-TE8K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾌ"� �� 

10 �,ﾈ.ｈ6X�ｸ7h�w��ｩw��プラスTG-310R ニチバンTN-TE8KS 鉄�ﾌ"� �� 
カートリッジ) 冓H,ﾙ:�9���8,ﾈ.�,ﾂ��ﾈ��,ﾉ�ｹV�/�ｭﾈ-��"��Jr纔,�4ｸﾘx+x.��ｹV��

11 �7H4�488ｲ�郁h7ｸ6(4�5��E2��プラスFし-052BFブルー コクヨフーE450B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����ﾟｲ� �� 

12 �7H4�488ｲ�7�487b���DS66ﾒ�キングジム2483Aアオ コクヨフーRT635B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾟｲ� �� 

13 �7H4�488ｲ�7�487b���DSV8ub�キングジム2485Aアオ コクヨフーRT655B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾟｲ� ��

14 �7H4�488ｲ�7�487b���DS�8ﾈﾂ�キングジム2488Aアオ コクヨフーRT685B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3�ﾟｲ� ��

15 �7H4�488ｲ�7�487b���E3F8ﾈﾂ�キングジム2474Aアオ コクヨフーRT640B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾟｲ� �� 

16 �7H4�488ｲ�7�487b���E3V8ub�キングジム2475Aアオ コクヨフーRT650B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾟｲ� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

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

17 �7H4�488ｲ�7�487b���E3f8ub�キングジム2476Aアオ 主クヨフーRT660B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾟｲ� �� 

18 �7H4�488ｲ�7�487b���E3�8ﾈﾂ�キングジム2478Aアオ コクヨフーRT680B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄�ﾟｲ� �� 

19 �7ﾘ5x6(4�48984竏ﾙR��ゼブラYYT5 トンボ鉛笹OD-TME 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����gｲ� �� 

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) ���J�� �� 

21 �8ｭ87ｨ8ｸ5��ｲ�三菱鉛筆HLD502T-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"� �� 

22 �6h5�4�7ﾘ6(6r���C���繆�ｸ�ｹw���クラウンCR-OM147WR-LGR コクヨマー847NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���hr� �� 

23 �6h5�4�7ﾘ6(6r���Cc��縱8�ｨﾈ竰�クラウンCR-OM2WR-LGR コクヨマー812NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���hr� �� 

24 �6h5�4�7ﾘ6(6r���h�ｸ�ｸ�縱��w���クラウンCR-OM167WR-LGR コクヨマー867NM 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 添hr� �� 

25 佗XﾏX7ﾘ�ｸ4ｨ�ｲ�484h8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� �� 

26 傲�+X588��トンボ鉛筆PE-01A シードS-60 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��#�ﾌ"� �� 

27 倩h,�+8-ﾒ��E2��ナカバヤシSD-QB-A4SN プラスFL-001CPダークグレー 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����hr� �� 

28 ��ｩ(Xﾝﾂ�セメダインCA-112 コニシ辞14372 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���gｲ� �� 

29 偸XｭI�ｩ(Xﾝﾂ�コニシ辞05502 スリーエム7006S音 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���gｲ� �� 

30 �.斡ｲ�#�8ub��プラス47-188 井上製作所RCS-20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���gｲ� �� 

31 兀Y9ｲ�+s9k9&竰�寿堂○○532 高春堂481-80 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �"ﾃ���hr� �� 

32 兀Y9ｲ�+sIk9&竰�寿堂005412 南春堂401-80 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �"ﾃ���hr� �� 

小　　計 �� �� ��



内　訳　書

番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備考 (10佃/箱 ×10箱) ×5箱納品 (10佃/箱 ×10箱) ×5箱納品 (10佃/箱 ×10箱) ×5箱納品 

33 �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 (1○○個/袋) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �����ﾂ� ��

34 �5�7X8ｸ4�8ｨ6(7b淫ﾂ��スマートバリューB752J-SlOO プラスCPlO5-10P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄��ﾌ"� ��

35 �5�7X8ｸ4�8ｨ6(7b�(b��スマートバリューB751J-MlOO プラスCPlO4喜10P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄��ﾌ"� ��

36 �5�7X8ｸ4�8ｨ6(7b��R��スマートバリューB750J-しlOO プラスCP工O3-10P 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 鉄��ﾌ"� ��

37 �7ｨ6(6�4ﾈ5��｢竏�������マックス10-1M・ コクヨSしlON (1000本/箱) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ����J�� ��

38 �7H8�6(6x7H4�488ｲ��B�2��ii皿°EM-FUEVIOB ナカバヤシフF喜EJ80-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#��ﾟｲ� �� 

39 �7��ｸ7�?�4ｨ6(5��ｲ�コクヨDN-T81 カールDC-330N 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� ��

40 �6�986�8ｨ984��コクヨ工S葛M71 マックスNR-504 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

41 廼�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�NEC　PR-L85OO-12 ��ﾌ"� �� 

42 亂96I'"�%�2��パナソニックLR6EJN/40S 富士通LR6FH(4S)-10 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �#��gｲ� ��

43 �*H+yf餤ﾘ7�92�トンボ鉛筆GCD-121 セーラー万年筆27-5251-020 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(��gｲ� ��

44 �-8*ﾘ+2�ながとやユー○○2 マルアイフクー20 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(��ﾌ"� �� 

45 ��ｹgｸ6X�ｸ7bﾂ�スマートバリューB257J-BK プラスAT-035JC (35Ⅲ×12m) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 店��ｪ｢� �� 

46 仄ﾙ|ﾘ7ﾘ4�6ﾈ6(6x7H6(4��ソニックMG-949 ミツヤMHB-1400 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(��ﾌ"� �� 

47 亢ﾈ饕�オープンKS-1O葛RD エヌエス七ak-5ribbon-B赤 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3���ﾌ"� �� 

48 �7�4X6�7H488ｸ8��クラウンCR-LP65-T MSパウチフイルムMP-10-6595 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(��ﾌ"� �� 

49 俶I��.駅�鐫�コクヨB-C39P クラウンBT504 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 ��H��|｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

50 �7ﾈ�ｸ6x8ﾈ�ｸ6y�H鐫�チクマⅤ-205キャビネ2面 ハクバ写真産業 黒台紙M27O-SQ-2L-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��S�ﾟｲ� �� 

51 �48984�4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キヤノン　BC工-9BK ���ﾌ"� �� 

52 �6h4(5�7h8ﾈ485��ｸ7X8ｲ�サンワサプライKC二VMH150 エレコムCAC-PNL15BK 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 緬gｲ� �� 

53 �8(6ｨ5�5h4h8ｸ7B�コクヨEAS-DSF5001NC 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 綿ﾌ"� �� 

54 �5h�ｸ8ｸ,ﾘ*ｨ+R�スリーエムCLEANER30MIN工 オン企画Ⅹ767020H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���ﾌ"� �� 

55 �7�6ﾈ8ｲ�コクヨTY-DSP6 プラチナ萬年筈AAl-17○○ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ���hr� �� 

56 倩i�ｨ7ｨ6(6�4ﾈ5��マックスPH-15DS/R‾ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �(ﾌ"� �� 

57 倩i�｢�マックスPH-S309/W 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) 既56に適合する製品 �����ﾌ"� �� 

58 �7ﾘ8ｸ6�4ｨ�ｸ6��エーワン51866 コクヨKJ-VCl15 (100シート/冊) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �8��ﾟｲ� �� 

59 �6�6(6X8ｨ�ｸ6�4h6(4ｨ�ｲ�富士通NBC3FX エスコEA710BW-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

60 �4��ｸ8�4ｨ6��ｲ�クラウンCR-AC35喜B アトム313-AG 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ������r� �� 

61 �7ｸ6(4�5�7H4�488ｲ�キングジム4033膏 コクヨA4-LFBN-B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �3���ﾌ"� �� 

62 �7ﾘ4�6ﾈ6(6x7ﾈ5�6(6r�彩ふく4614-7203 キハラ78○○6○○ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) �����ﾌ"� �� 

63 �6Hｴ87ﾈ6(6rス+R��象印CD-PB50-HA タイガーPDN-A5OO 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� �� 

64 �6Hｴ87ﾈ6(6r�8+R��象印・CD-ⅩC3O-WA タイガーPDR-G30O 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) ��ﾌ"� ��

65 兔�x5��ｸ7X8ｲ�エアリアSD-SSU3C サンワサプライUSB-CVIDE4 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) (シけ肌TAをUSB3.0に変換する機能のあるこ と) (HDDコピー機能があること) 店��gｲ� ��

66 �8�7�6ﾈ�ｸ5��ｲ�アイリスオーヤマE32LTW フジプラしPD3223 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 ��H�榎｢�単　価 仞�����ｧ｢�備　考 

67 �8ﾈ5��ｸ7H4�488ｲ�キングジム358BF青 ライオン工Fし-03櫨12653 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �#����ﾟｲ� �� 

68 �7�487h�7H4�488ｲ�キングジム1473GX青 ライオン財733RKl1283 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �#����ﾟｲ� �� 

69 �-Hﾙ餠ﾈ鑄�R�コクヨツー47A4-S4穴 セキセイH-41A4-S4穴 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �#�����r� �� 

70 ��飲�7ｨ8ｸ5��ｲ�テージーSⅧ-160A3黒 コレク(トF-144 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) ��X��ﾟｲ� �� 

71 亊ｹ9ｲ�エコールK5036 クラウンCR-MT36 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) ������ﾌ"� ��「防衛研 究所」 名金箔印 押 

72 俾韭ｹw�鐫�マルアイGP-シシ10 京の象4-105×2で1個 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �3���ﾌ"� ��

73 ��ﾈ�9w�vB�山櫻A4ワイド金枠RG(1箱10〇枚入) GOKURAA4金枠タテ・ヨコ兼用(1箱100故人) 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �8��J�� �� 

74 ��ﾈ�9w�鐫�山稜B4プリンタ用横長PY(l箱100枚入) GOKU恥B4プリンタ用横長(1箱100牧人) 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) ��J�� �� 

75 �7ｨ8�486x7ｸ�ｸ6駅�488ﾈ�ｸ5Y?��コクヨRA-21 ライオン事務機CB-203 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �#���ﾌ"� �� 

76 �5�6X�ｸ7h8��ｲ�コクヨSLN-MSHllOD サンスター文具4761-600 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �#���ﾌ"� �� 

77 儻N+86X�ｸ7b�ヤマトメモツクロールテープ RK-15CH-B. 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) �3���ﾌ"� �� 

78 �6X�ｸ7h4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムS蘭24ⅩC �����ﾌ"� �� 

79 �6X�ｸ7h4ｨ�ｸ6x8ｨ6(5r�キングジムSM36XC �����,�� �� 

80 �4X4h5��日本製紙クレシア63260(1箱600枚) テックスワイプTX612(1袋i50枚)×4で1箱 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) ��J�� �� 

81 �588��H�(唯�ホリゾンローラークリーナー 400血l.×2本人73309006 又は同等以上のもの(他社の製品含む。) ��J�� �� 

小　　計 �� �� ��

合　　計 �� �� ��


