
公告　第　40　号

28.　　1.　　27

支出負担行為担当官

防衛省防衛研究所企画部総蚕

会計室長　森　　伊　知

公　　　告

下記により入札に付します。

記

1　入札方式　一般競争入札

2　入札日時　平成28年　2月　15日(月)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「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。

(6)　労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。

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108分の100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　　　　　強力パンチほか32品目

(2)　規格・数畳等　　　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28年　3月25日

11　その他

(1)入札参加希望者は下記担当者まで連絡し、資格審査結果通知書(写)を提出すること。

(2)　同等品で応札する場合は2月8日(月)16:00までに申請すること。

(3)郵便による入札の場合は、入札日時までに必着のこと。

(4)本書記載事項の詳細については、下記担当者まで問い合わせること。

防衛省防衛研究所企画部総務課会計室会計第3係　植田

TEL.03-572l-7005　内線6456　FAX.03-3713-1760



番号 儼�����kﾂ�　　　　　　i 規　格 ��H��|｢��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

l 仄ﾙ|ﾘ7�986��カール事務器N0.122N ニューコン工業P-15 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���.ム 口 �� ��

2 ��i�竏ｺﾙ|ﾘ7�986�w���カール事務器K-122(l本) ニューコン工業P-15HP(2本人) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 釘�本 �� ��8ｴﾈ,��陌�+x.�.�,ﾂ�:�9��H,X*�.ｨ,��ﾚｹ^�/�n(.ﾘ,�*"�

3 ��韵2絢ﾙ|ﾘ7�986�w���カール事務器K-10(10枚) ニューコン工業P-15PB(10牧 人) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���パック 白� ��8ｴﾈ,��陌�+x.�.�,ﾂ�

4. �����ﾂ�5�8ｨ6(7�zx,Bナ�ｲ��TKGガール高キスリッパ立て(6H)4-1159- 0801 山崎実業SL-IWHホワイト06 098 山崎産業スリッパ立て6H 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���個 �� ��

●　　5 �;�6H5�8ｨ6(7����ESCOEA910TC-2 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�足 �� ��

6 �+TTH��4�8�987h�4��ｸ8�8�486r�ESCOEA761ⅩB-6 ツインバードLE-H638B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �"�個 �� ��

7 俵4#"��w�6h6�485�5H�ｸ6��I-ODATAWN-DS/US-HS I-ODATAETG-DS/US BUFFALOLDV-2UH 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 迭�個 �� ��

8 �7��ｸ6ﾘ�2ﾘ5�4�8ｲ�王子ネピアネピアパブリックハンドタオ ルソフト 日本製紙クレシアクレシアEFハンドタ オルソフト 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �3��個 �� ��

9 �8ﾈ5y�ﾂ�スマートバリューB730J(100牧 人) ジャバックスRF30(100牧人) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 迭�バック �� ��

10 �7h8ｨ985��ｸ6x6��ｲ�IPSiOSPトナーカートリッジシ アンC310H �"�個 �� ��ｩw�V��

11 �7h8ｨ985��ｸ6x6��ｲ�IPSiO　SPトナーカートリッジマ ゼンタC310H �"�個 �� ��ｩw�V��

12 �7h8ｨ985��ｸ6x6��ｲ�IPSiOSPトナーカートリッジイ エローC310H �"�個 �� ��ｩw�V��

13 �7h8ｨ985��ｸ6x6��ｲ�IPSiOSPトナーカートリッジブ ラックC310H �"�個 �� ��ｩw�V��

14 僭�6x6��ｸ7ｸ6x8ｲ�IPSiOSP廃トナーボトルC2 20 �"�個 �� ��ｩw�V��

15 ��ｨ,�+X7ｨ6(6�4ﾈ5��プラス31210 コクヨSLN-MSl12D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 澱�個 �� ��

16 �8ﾈ5��ｸ5��ｸ5��ライオンしB4-331 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 迭�個 ��l ��

小　　計 �� �� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

17 �587飩��プラスTM-407 リスGGYC729 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ����個 �� ��

18 �7�985�5�986��÷スペンホルダー490BK プラスTM-401 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 澱�i個 �� ��

19 �7H8ｨ�ｸ6X�ｸ7b�クラウンCR-FTO2-B タケダF2ブラック 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �"�個 �� ��

20 �5��ｸ7X8ｸ5�42�サンワサプライTVCA-MF5K 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �"�本 �� ��

21 �,x+�,X.�5h�ｸ6r迂"��セーラー万年筆3l-3800-000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 迭�本 �� ��

22 �,x+�,X.�5h�ｸ6r�:yk竰�セーラー万年筆31-3802-000 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �"�本 �� ��

23 �I+x5(�ｸ6ｃVﾒ��エレコムT-K5A-2650WH エレコムT-KO3-2650WH ヤザワYO2KN665BK 朝日電気WLS-LU650MB(W) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �2�個 �� ��

24 �6�8x�ｸ4�7ｸ6(4�5��クラウンCR-CC2O-CB ライオンAP-1 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鳴�個 �� ��

25 �8�7�6ﾈ�ｸ6yw�7H488ｸ8���B��ジョインテックスKOO3J(10〇枚) クラウンCR-LPA4-T(10O枚) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���箱 �� ��

26 �5H�ｸ4ﾈ8X8ﾈ�ｸ5��ｲ�アイリスオーヤマPCF-HM23-W アイリスオーヤマENC-23K-W 山善YAR-AD231 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) ���.上へ 口 �� ��

27 �6h5�4�6x6(7h5h5�6X8��ライオンP-800 アルフオートDT-801S 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 澱�個 �� ��

28 物�7H4�488ｲ�ライオンPF-283 LIHITLAB.F-367 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��冊 �� ��h轌.�,�+R�

29 禰8ｨ984�7H4�488ｲ�キングジム687 LIHITLAB.F-4643-3 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �#��個 �� ��

30 粕88ﾈ5(�ｸ5��ｲ�パナソニックRR-US33O-K パナソニックRR-US310-S オリンパスⅤ-821SしV 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 鳴�個 �� ��

31 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) �����個 �� ��

32 ��螽ｮﾙ6I�ﾂ�カシオ計算機DS-12OTW エスコEA761GA葛42 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) 釘�個 �� ��

小　　計 �� �� �� 



番号 儼�����kﾂ�規　　格 ��H��|｢��%���幵�金　　額 儖X��ﾖﾂ�

33 �7ｸ6(4�5�7H4�488ｴ�Hｨｵ2�プラス“FL-O52BFブルー コクヨフーE455B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む) �����冊 �� ��

小　　計 �� �� �� 

合　　計 �� �� �� 


