
仕 様 書 

品  名 カタログ品共通仕様書 

仕様書番号  
作成年月日 令和２年１１月１９日 
変更年月日  

防衛研究所 
 
１ 総則 

(1) 一般事項 
この仕様書は、防衛研究所で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様 

は、箇条２(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。 
 なお、この仕様書に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したもの

であり、当該製品を指定するものではない。 
(2) 用語の意義 

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその 
  補助者のことをいう。 
２ 製品に関する要求 

(1) 品名及びカタログ製品名 
この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。 

(2) 特別な要求 
特に必要な場合は記載する。 

３ 出荷条件 
  製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。 
４ 検査 
  検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 
５ グリーン購入法の遵守について 
  本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。 
  ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 
６ 配送車両について 

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京

都条例第２１５号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用さ

せること。 
(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求め

た場合、速やかに提示すること。 
７ その他 

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行

うと共に、諸規定に従うものとする。 
(2) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償するこ

と。 
(3) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。 



1 デスクマット
ジョインテックス　Ｂ０９９Ｊ－１２７Ｓ
コクヨ　マ－４２７ＮＧ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 在庫

2 デスクマット
ジョインテックス　Ｂ０９０Ｊ－３Ｓ
コクヨ　マ－４１３ＮＧ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 在庫

3 デスクマット
ジョインテックス　Ｂ０８９Ｊ－２Ｓ
コクヨ　マ－４１２ＮＧ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 在庫

4 デスクマット
ジョインテックス　Ｂ１０３Ｊ－１６７Ｓ
コクヨ　マ－４６７ＮＧ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 在庫

5 マグネットクリップ（特大）
ソニック　ＣＰ－９６２
マグエックス　ＭＰＳ－２Ｌ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 在庫

6 マグネットフック
ソニック　ＭＧ７４３－Ｗ
マグエックス　ＭＺＲ－２Ｗ－ＣＴ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 在庫

30 個

50 個

8 画鋲
プラス　ＣＰ－１０６Ｐ（１箱２０個入り）
日本クリノス　ＣＰ－１５Ｃ（１箱２０個入り）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 箱 在庫

9 ゴミ箱
エコン　ダストボックス角型　７４３－７７３
スマートバリュー　持ち手付きゴミ箱１３Ｌ（Ｇ）
又は同等以上のもの（他社の製品含む。）

20 個 在庫

10 石鹸
花王　花王ホワイト（１箱６個入）　738-618
牛乳石鹸共進社　カウブランド石鹸　青箱（１箱６個入）285-348
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 在庫

11 強力両面テープ
ニチバン　ＮＷ－Ｋ２５
ニトムズ　Ｔ４５７０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 在庫

12 カッティングマット　Ａ４
オルファ　１３４Ｂ（ソフトグレー）
プラス　ＣＳ－Ａ４（ライトグレー）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 在庫

13 レターオープナー
アスカ　ＬＯ８０Ｂ（ブルー）
プラス　ＯＬ－００１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 個 会計

14 ＨＤＭＩケーブル（１ｍ）
エレコム　ＤＨ－ＨＤ１４ＥＹ１０ＢＫ
パナソニック　ＲＰ－ＣＨＥ１０－Ｋ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 本 総務

15 テレビ接続ケーブル（１ｍ）
ＤＸアンテナ　２ＪＷ１ＦＦＳ－Ｂ
マスプロ電工　ＳＣＪ１ＦＬＷ－Ｐ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 本 総務

16 サーキュレーター
アイリスオーヤマ　ＰＣＦ－ＳＣ１５Ｔ
ＹＡＭＡＺＥＮ　ＹＡＲ－ＡＤ２３４（ＷＢ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 台 総務

17 折りたたみテーブル
不二貿易　ＮＨ－ＦＤ０１ＮＡ
ＹＡＭＡＺＥＮ　ＹＳＴ－５０４０Ｈ（ＮＭ／ＩＶ）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 台 総務

18 ハンドソープ（本体）

ライオン キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体２５０ｍｌ ２３７－９６
６
花王 ビオレＵ泡ハンドソープ本体２５０ｍｌ ８６５－９８１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個
秘書５
物管５

19 ハンドソープ（詰替え）

ライオン キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替え用４５０ｍｌ ８５０
－５６７
花王 ビオレＵ泡ハンドソープ詰替え用４５０ｍｌ ２３６－８１１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個
秘書１０
会計２０

20 スプレー容器

キャニオン　５００ｃｃ（トリガースプレー）
マルハチ産業　ＷＨＶ１８０２ 500cc グリーン
モノタロウ　ﾊﾝﾄﾞｽﾌﾟﾚｰPPﾎﾞﾄﾙ500ml　26276225
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 人事

調　達　品　目　表

No. 品　　　　　　　　名 規　　　　　　　　　　格 数量・単位 単価 金額 備考 要求元

7 マグネット（丸）

ジョインテックス　Ｂ１６１Ｊ－Ｂ（１０個入り）

コクヨ　マク－２０ＮＢ（６個入り）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

物管



調　達　品　目　表

No. 品　　　　　　　　名 規　　　　　　　　　　格 数量・単位 単価 金額 備考 要求元

21 賞状用紙

ササガワ　OA賞状用紙 クリーム 縦書100　Ｂ４版
匠の賞状用紙　特厚レーザープリンタ・複合機対応Ｂ４ヨコ（縦書
き）クリーム 100枚パック
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 セット 人事

22 強着スタンプ台 シャチハタＡＴＰＮ-4 1 個 図書

23 タート溶剤 小瓶 シャチハタSOL-1-31 1 個 図書

24 家具転倒防止伸縮棒
アイリスオーヤマ　ＫＴＢ－６０（２本セット）
エスコ　ＥＡ９７９ＢＡ－５（２本）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 セット 戦史

25 工具セット
ＥＳＣＯ　ＥＡ６１２Ｓ－４Ａ
モノタロウＶｏｌ．１６　Ｍｏｎｏ００９
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 組 戦史

26 テプラＰＲＯテープカートリッジ
マグネットテープ
キングジム　ＳＪ２４Ｓ（３５１－９３９）

5 個 戦史

27 テプラＰＲＯテープカートリッジ
マグネットテープ
キングジム　ＳＪ１８Ｓ（３５１－９３４）

5 個 戦史

28 テプラＰＲＯテープカートリッジ
白に赤文字　12mm
キングジム　ＳＳ１２Ｒ（３５３－３７８）

5 個 政策シュミ

29 テプラＰＲＯテープカートリッジ
白に赤文字　18mm

キングジム　ＳＳ１８Ｒ（３５３－３８３）
5 個 政策シュミ

30 テプラＰＲＯテープカートリッジ
白に赤文字　24mm

キングジム　ＳＳ２４Ｒ（３５３－３８６）
5 個 政策シュミ

31 テプラＰＲＯテープカートリッジ
黄に黒文字　12mm

キングジム　ＳＣ１２Ｙ（３５３－３１８）
5 個 政策シュミ

32 テプラＰＲＯテープカートリッジ
黄に黒文字　18mm

キングジム　ＳＣ１８Ｙ（３５３－３２５）
5 個 政策シュミ

33 テプラＰＲＯテープカートリッジ
黄に黒文字　24mm

キングジム　ＳＣ２４Ｙ（３５３－３３６）
5 個 政策シュミ

34
ホワイトボードフィルム
（どこでもシート）

セーラー万年筆　３１－３５０１－０００
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 箱 政策シュミ

35 パウチフィルム

A3、100ミクロン
明光商会　ＭＰ１０－３０７４３０
コクヨ　ＭＳＰ－Ｆ３０７４３Ｎ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 箱 政策シュミ

36
ホワイトボード（マグネットシー
トタイプ）

コクヨ ＦＢ－Ｈ１１５Ｗ
マグエックス　ＭＫＳ－３０４５
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 研究部

37 ＬＥＤデスクライト
ＬＩＯＮ　Ｚ－１０Ｒ ﾎﾜｲﾄ
ＩＴＯＫＩ　ＤＥＬ－Ｚ１０ＲＷ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 研究部

カルタス　ビズーレペーパータオル
Ｓサイズ（４０個セット）

27 箱

日本製紙クレシア　ＥＦハンドタオルソフトタイプ２００　Ｓサイズ（３
６個セット）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 箱

39 粘着ローラースペアテープ ニトムズ　Ｃ３２６０ 20 個 会計

40 作業手袋
川西工業　スムス手袋　マチ無#002-L(1パック12双入り)
ｶｳﾈｯﾄ　純綿スムス手袋4216-2223(1ﾊﾟｯｸ12双入り)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

12 パック 戦史

38 ペーパータオル 人事



調　達　品　目　表

No. 品　　　　　　　　名 規　　　　　　　　　　格 数量・単位 単価 金額 備考 要求元

41 マグネットホワイトボードシート
ソニック　ＭＳ－３３６
マグエックス　ＭＳＨＷ－６０９０－Ｍ
又は同等以上のもの（他社の製品含む。）

2 枚 教務課

42 両面テープ
３Ｍ　８５９ＪＮ－１０
又は同等以上のもの（他社の製品含む。）

2 個 戦史

43 手提げ付きポリ袋（半透明）

CROWNオフィス図鑑
ジャパックス　ＲＦ２０（１００枚入り）
シモジマ　００６６４５９２３（１００枚入り）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 袋 戦史

44 ドアストッパー

トラスコ　ＴＤＳ３２０
ユニット　８７３－２１
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 個 研究部

45 フェイスシールド

onion cross oa-310
TSUNEO JP F-D
透明フェイスシールド（１０枚セット）
軽量プラスチック製
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 セット 教務課

46 マウスシールド
Ｂｉｏ　クリスタ－マスク10枚セット　ホワイトフレーム　フリーサイズ
凜ミュージック　こだわりマウスシールド　10個/セット
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 ｾｯﾄ 教務課

47 マイクカバー
ＪＫＵＮＤＡ　抗菌マイクカバー　ブラック　100個入り/袋
ＣＡＲＳＥＮＤ　７．８ＣＭマイクカバー　100個入り/袋
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 袋 教務課

48 超強力両面テープ
３Ｍ　スコッチ　ＰＲＯ－１９
ニトムズ　No.５７７粗面用　Ｊ１０１０
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 巻 教務課

49 ストッカー
ライクイット　ブリックスホワイト　９００１ＷＨ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

16 個 教務課

50 プリンタ用ラベル　３段　赤
キハラ　A4判　２６mm×２２mm　品番：60663R
規文堂　A4判　２６mm×２２mm　品番：5630-1
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

4 個

48面×20
ｼｰﾄ
ﾚｯﾄﾞ

図書

51 プリンタ用ラベル　３段　黒
キハラ　A4判　２６mm×２２mm　品番：60663Z
規文堂　A4判　２６mm×２２mm　品番：5630-Z
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

4 個

48面×20
ｼｰﾄ
ﾌﾞﾗｯｸ

図書

キハラ　A４判　４４mm×２６mm　　品番：606906 6 個

規文堂　A4判　５６mm×２５mm　品番：5788-G
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 個

53 作業用エプロン
キハラ　　　　　  品番：647-35G
埼玉福祉会　　 品番：6709-0216
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

8 枚 図書

54 作業用手袋
ミドリ安全　１袋１０双入り  　品番：NPU-130-M
勝星産業　１袋１０双入り    品番：WH-300
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 袋 図書

55 腕カバー
トラスコ　　　　　１袋１２双入り　品番：TUKM-12P
コーコス信岡 　１袋１２双入り  品番：U-10
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 袋 図書

56 交換用紫外線灯 キハラ　除菌ＢＯＸ専用品 　　品番：230-410 2 本 図書

計

消費税及び地方消費税

合　　計

52 バーコードラベル 図書


