
平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（武器課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

武-１ 装軌・装輪車両　（いすゞ） 純正部品 いすゞ自動車（株） 火器・車両

武-２ 装輪車両 （日野） 純正部品 日野自動車（株） 火器・車両

武-３ 装輪車両 （三菱ふそう） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 火器・車両

武-４ 装輪車両 （三菱自動車） 純正部品 三菱自動車販売（株） 火器・車両

武-５ 装輪車両 （トヨタ） 純正部品 トヨタ自動車（株） 火器・車両

武-６ 3 1/2ｔ　トラック系列・73式特大型セミトレーラ
・特大型運搬車セミトレーラ・10ｔ弾薬トレーラ

純正部品 東急車輌製造（株） 火器・車両

武-７ 装輪車両 （日産自動車） 純正部品 日産自動車（株） 火器・車両

武-８ 装輪車両 （日産ディーゼル） 純正部品 日産ディーゼル（株） 火器・車両

武-９ 装輪車両 （ホンダ） 純正部品 本田技研工業（株） 火器・車両

武-１０ 1/4ｔ トレーラ各種・2 1/2ｔ 発電機トレーラ 純正部品 日野通商（株） 火器・車両

武-１１ 1ｔ トレーラ・1ｔ 水タンクトレーラ 純正部品 日本トレクス（株） 火器・車両

武-１２ 1ｔ トレーラ・1ｔ 水タンクトレーラ 純正部品 加治金属（株） 火器・車両

武-１３ 3 1/2ｔ トラック（作業装置付）（タダノ） 純正部品 タダノ（株） 火器・車両

武-１４ 3 1/2ｔ トラック（作業装置付）（古河） 純正部品 古河ユニック（株） 火器・車両

武-１５ 2ｔ 弾薬トレーラ 純正部品 大阪車両（株） 火器・車両

武-１６ フォークリフト （トヨタ） 純正部品 トヨタＬ＆Ｆ 火器・車両

武-１７ フォークリフト （ニチユ） 純正部品 ニチユＭＨＩフォークリフト（株） 火器・車両

武-１８ 火器・装軌車両 （コマツ） 純正部品 （株）小松製作所 火器・車両

武-１９ 火器・装軌車両 （三菱重工） 純正部品 三菱重工業（株） 火器・車両

武-２０ 装軌車両 （日立） 純正部品 （株）日立製作所 火器・車両
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（武器課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

武-２１ ８９式５．５６ｍｍ小銃 関連部品 豊和工業（株） 火器・車両

武-２２ １２０ｍｍ迫撃砲ＲＴ 関連部品 豊和工業（株） 火器・車両

武-２３ 銃架各種 関連部品 住友重機械工業（株） 火器・車両

武-２４ １２．７ｍｍ重機関銃 関連部品 住友重機械工業（株） 火器・車両

武-２５ ７４式車載７．６２ｍｍ機関銃 関連部品 住友重機械工業（株） 火器・車両

武-２６ １０５ｍｍ戦車砲「７４式戦車」 関連部品 日鋼特機（株） 火器・車両

武-２７ １５５ｍｍりゅう弾砲ＦＨ７０ 関連部品 日鋼特機（株） 火器・車両

武-２８ ２０３ｍｍ自走りゅう弾砲 関連部品 日鋼特機（株） 火器・車両

武-２９ ８７式偵察警戒車「機関砲」 関連部品 日鋼特機（株） 火器・車両

武-３０ 照準コリメータ各種 関連部品 （株）トプコン 火器・車両

武-３１ 交戦訓練装置（東芝製） 関連部品 東芝電波プロダクツ（株） 火器・車両

武-３２ 交戦訓練装置（日立製） 関連部品 （株）日立国際電気 火器・車両

武-３３ 標的装置 関連部品 （株）日立国際電気 火器・車両

武-３４ 交戦訓練装置　電池 関連部品 （株）日本トリカ 火器・車両

武-３５ 閉所戦闘訓練用教材 関連部品 （株）オペレーショントレーニングサービス 火器・車両

武-３６ 高圧ガスボンベ（誘導武器用） 関連部品 川﨑重工業（株） 誘導武器

武-３７ 高圧ガスボンベ（誘導武器用） 関連部品 東芝（株） 誘導武器
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（武器課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

武-３８ ３　１／２トラック用トランススミッション（オートマ車）の整備 整備・修理 （株）いすゞ自動車 車両

武-３９ ３　１／２トラック用トランススミッション（マニュアル車）の整備 整備・修理 （株）いすゞ自動車 車両

武-４０ 高圧ガスボンベ（フロンガス回収再生装置用ガス容器）（ＨＲＵ） 整備・修理 （株）神鋼機器 車両

武-４１ 高圧ガスボンベ（フロンガス回収再生装置用ガス容器）（ＣＦＧ） 整備・修理 （株）中国塗料 車両

武-４２ フォークリフトの整備 整備・修理 （株）トヨタ 車両

武-４３ フォークリフトの整備 整備・修理 （株）ニチユ 車両

武-４４ 車両の整備 整備・修理 （株）いすゞ自動車 車両

武-４５ 車両の整備 整備・修理 （株）トヨタ自動車 車両

武-４６ 車両の整備 整備・修理 （株）三菱ふそうトラック・バス 車両

武-４７ 車両の整備 整備・修理 （株）日産自動車 車両

武-４８ 車両の整備 整備・修理 （株）日産ディーゼル 車両

武-４９ 車両の整備 整備・修理 （株）日本トレクス 車両

武-５０ 車両の整備 整備・修理 （株）本田技研工業 車両

武-５１ 車両の整備 整備・修理 （株）三菱自動車販売 車両

武-５２ 各種水タンクのタンク内部塗装 整備・修理 （株）いすゞ自動車 車両

武-５３ 自動車運行記録計（タコグラフ）の整備 整備・修理 （株）矢崎総業 車両

武-５４ 高圧ガスボンベ（９６ＭＰＭＳ） 整備・修理 （株）川崎重工 誘導武器

武-５５ 高圧ガスボンベ（８７ＡＴＭ） 整備・修理 （株）川崎重工 誘導武器

武-５６ 高圧ガスボンベ（９３ＳＡＭ） 整備・修理 （株）東芝 誘導武器

武-５７ 高圧ガスボンベ（８１ＳＡＭ） 整備・修理 （株）東芝 誘導武器
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（武器課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

武-５８ 高圧ガスボンベ（９１ＳＡＭ） 整備・修理 （株）東芝 誘導武器

武-５９ 交戦訓練装置の整備 整備・修理 （株）日立国際電気 火器

武-６０ 交戦訓練装置の整備 整備・修理 （株）東芝電波プロダクツ 火器

武器-4



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１ 照明具，天幕用 関連部品 （株）東海理研 需品

需-２ 乾燥機，１号（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-３ 乾燥機，３号（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-４ 自動洗濯機，２号（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-５ 乾燥機，1号，蒸気式(東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-６ 綿プレス機，肩，腰用（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-７ 綿プレス機，万能用（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-８ ロールプレス機，２号（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-９ ロールプレス機，３号（東洗） 純正部品 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-１０ 乾燥機，１号（山本製作所） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１１ 乾燥機，３号（山本製作所） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１２ 自動洗濯機，２号（山本） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１３ 自動洗濯機,３号(山本） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１４ ロールプレス機，２号（山本） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１５ ロールプレス機，３号（山本） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１６ ロールプレス機，４号（山本） 純正部品 （株）山本製作所 需品

需-１７ ロールプレス機，２号（ワイエス） 純正部品 （有）ワイエス機械 需品

需-１８ ロールプレス機，３号（ワイエス） 純正部品 （有）ワイエス機械 需品

需-１９ １ｔトレーラ（２輪　日本フルハーフ） 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２０ 野外炊具１号（２２改） 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需品-1



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２１ 野外炊具１号（改） 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２２ 野外炊具１号（炊事車） 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２３ 野外炊具２号 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２４ 野外炊具２号（改） 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２５ 野外入浴セット，２型 純正部品 (株)マッキンリー 需品

需-２６ 給油ポンプ，航空用 純正部品 (株)伸誠商事　 需品

需-２７ 手動ポンプ，航空燃料用 純正部品 (株)伸誠商事　 需品

需-２８ 乾燥機，１号（アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-２９ 自動洗濯機，２号（アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-３０ 自動洗濯機,３号(アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-３１ 綿プレス機，胴用（アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-３２ ロールプレス機，３号（アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-３３ ロールプレス機，４号（アサヒ） 純正部品 （株）アサヒ製作所 需品

需-３４ 浄水セット，逆浸透型 純正部品 （株）神鋼環境ソリューション 需品

需-３５ 冷凍冷蔵車 純正部品 （株）北村製作所 需品

需-３６ 隠密行動用戦闘装着セット 関連部品 （株）クラレ 需品

需-３７ 業務用天幕（１号・２号） 純正部品 （株）クラレ 需品

需-３８ 戦闘鉄帽覆 純正部品 （株）クラレ 需品

需-３９ 屋根形天幕（１号・２号） 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４０ 屋根形覆い幕 純正部品 （株）クラレ 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-４１ 業務用天幕，２号（改） 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４２ 業務用天幕，一般用 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４３ 業務用天幕，病院用 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４４ 業務用天幕，補給用 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４５ 整備所天幕（一般用） 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４６ 整備所天幕，空気式，一般用 純正部品 （株）クラレ 需品

需-４７ ストーブ（宿営用） KSA-85F 純正部品 （株）トヨトミ　　 需品

需-４８ ストーブ（宿営用） KS-56C-SDF 純正部品 （株）トヨトミ　　 需品

需-４９ 天幕ストーブ，業務用１形（改） 純正部品 （株）トヨトミ　　 需品

需-５０ 天幕ストーブ，業務用２形 純正部品 （株）トヨトミ　　 需品

需-５１ 野外洗濯セット，２型 純正部品 (株)文化精工 需品

需-５２ 手動ポンプ，航空燃料用 純正部品 (株)三徳航空エンジニアリング 需品

需-５３ 宿営用天幕 純正部品 （株）武蔵富装 需品

需-５４ 対流式焼物器、１号 純正部品 アサヒ装設（株） 需品

需-５５ 対流式焼物器、２号 純正部品 アサヒ装設（株） 需品

需-５６ 連続式揚物機、１号 純正部品 アサヒ装設（株） 需品

需-５７ 連続式揚物機、２号 純正部品 アサヒ装設（株） 需品

需-５８ 連続式揚物機、３号 純正部品 アサヒ装設（株） 需品

需-５９ 保温配食缶，汁用 純正部品 イナバ 需品

需-６０ 保温配食缶，副食用 純正部品 イナバ 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-６１ 保温配食缶，飯用 純正部品 イナバ 需品

需-６２ 揚物機、１号 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６３ 揚物機、３号 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６４ 適温・選択配食器材１号（電気式） 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６５ 適温・選択配食器材２号（電気式） 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６６ 肉ひき機、１号 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６７ 肉ひき機、２号 純正部品 北沢産業（株） 需品

需-６８ キャンバス修理用具セット 関連部品 北信工業（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 需品

需-６９ 野外需品器材修理用具セット 関連部品 北信工業（株）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 需品

需-７０ 戦闘雨具 関連部品 三甲テキスタイル 需品

需-７１ 解凍庫、１号 純正部品 新星冷蔵工業（株） 需品

需-７２ ８８式鉄帽，一般用（一般用） 純正部品 住友ベークライト（株） 需品

需-７３ ８８式鉄帽，一般用（空挺用） 純正部品 住友ベークライト（株） 需品

需-７４ 保温配食缶，汁用 純正部品 住友ベークライト（株） 需品

需-７５ 保温配食缶，副食用 純正部品 住友ベークライト（株） 需品

需-７６ 保温配食缶，飯用 純正部品 住友ベークライト（株） 需品

需-７７ 製氷機、１号（ＤＳＰ） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-７８ 製氷機、２号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-７９ 製氷機、２号（ＤＳＰ） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８０ 製氷機、３号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-８１ 製氷機、３号（ＤＳＰ） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８２ 製氷機、４号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８３ 製氷機、４号（ＤＳＰ） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８４ 適温・選択配食器材１号（蒸気式） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８５ 適温・選択配食器材１号（電気式） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８６ 適温・選択配食器材２号（蒸気式） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８７ 適温・選択配食器材２号（電気式） 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８８ 配食室用保冷庫、１号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-８９ 配食室用保冷庫、２号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-９０ 配食室用保冷庫、３号 純正部品 大和冷機工業（株） 需品

需-９１ 戦闘水筒 純正部品 宝金属工業(株) 需品

需-９２ 仮眠用覆 純正部品 蝶理（株） 需品

需-９３ 戦闘防弾チョッキ 純正部品 蝶理（株） 需品

需-９４ 戦闘防弾チョッキ２型（改） 純正部品 蝶理（株） 需品

需-９５ 自動給茶器 純正部品 東芝（株） 需品

需-９６ 給油ポンプ，航空用電動式 純正部品 東邦商工（株） 需品

需-９７ 給油ポンプ，電動式 純正部品 東邦商工（株） 需品

需-９８ 業務用天幕（１号・２号） 純正部品 トスコ（株） 需品

需-９９ 屋根形天幕（１号・２号） 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１００ 屋根形覆い幕 純正部品 トスコ（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１０１ 業務用天幕，２号（改） 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０２ 業務用天幕，一般用 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０３ 業務用天幕，病院用 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０４ 業務用天幕，補給用 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０５ 整備所天幕（一般用） 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０６ 整備所天幕，空気式，一般用 純正部品 トスコ（株） 需品

需-１０７ 肉ひき機、１号 純正部品 南常鉄工（株） 需品

需-１０８ 肉ひき機、２号 純正部品 南常鉄工（株） 需品

需-１０９ ミートスライサー、１号 純正部品 南常鉄工（株） 需品

需-１１０ ミートスライサー、２号 純正部品 南常鉄工（株） 需品

需-１１１ 配食室用温蔵庫、１号 純正部品 ニチワ電機（株） 需品

需-１１２ 配食室用温蔵庫、２号 純正部品 ニチワ電機（株） 需品

需-１１３ 配食室用温蔵庫、３号 純正部品 ニチワ電機（株） 需品

需-１１４ 業務用天幕（１号・２号） 純正部品 ハイランド（株） 需品

需-１１５ 屋根形天幕（１号・２号） 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１１６ 屋根形覆い幕 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１１７ 業務用天幕，２号（改） 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１１８ 業務用天幕，一般用 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１１９ 業務用天幕，病院用 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１２０ 業務用天幕，補給用 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１２１ 整備所天幕（一般用） 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１２２ 整備所天幕，空気式，一般用 純正部品 ハイランド（株）                          　　　　　 需品

需-１２３ かまど、ガス、回転式、３６Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２４ かまど、ガス、回転式、５４Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２５ かまど、ガス、回転式、ドライシステム用、３６Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２６ かまど、ガス、回転式、ドライシステム用、５４Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２７ 蒸気煮炊がま、１１０Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２８ 蒸気煮炊がま、２２０Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１２９ 蒸気煮炊がま、ドライシステム用、１１０Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１３０ 蒸気煮炊がま、ドライシステム用、２２０Ｌ 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１３１ たて形ガス炊飯器、１号 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１３２ たて形ガス炊飯器、２号 純正部品 服部工業（株） 需品

需-１３３ 戦闘雑のう，一般用 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３４ 戦闘雑のう，空挺用 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３５ 戦闘弾入れ，６４式小銃用 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３６ 戦闘弾入れ，８９式小銃用，１形 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３７ 戦闘弾入れ，８９式小銃用，２形 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３８ 戦闘つりバンド，弾帯用 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１３９ 戦闘背のう，一般用（１形） 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４０ 戦闘背のう，一般用（２形） 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１４１ 戦闘シャベル覆 純正部品 廣瀬産業（株） 需品

需-１４２ 戦闘防弾チョッキ 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４３ 戦闘水筒覆 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４４ 戦闘弾帯 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４５ 戦闘弾帯２型 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４６ 戦闘弾入れ，拳銃用 純正部品 廣瀬産業（株）                                 　　　　　 需品

需-１４７ 燃料携行缶 純正部品 藤プレス工業（株） 需品

需-１４８ 携帯発電機（ロビン） 純正部品 富士ロビン（株） 需品

需-１４９ 発電機，天幕用（ロビン） 純正部品 富士ロビン（株） 需品

需-１５０ 自動給茶器 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５１ 製氷機、１号 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５２ 製氷機、１号（ＤＳＰ） 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５３ 製氷機、２号（ＤＳＰ） 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５４ 製氷機、３号（ＤＳＰ） 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５５ 製氷機、４号 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５６ 製氷機、４号（ＤＳＰ） 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５７ 配食室用保冷庫、１号 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５８ 配食室用保冷庫、２号 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１５９ 配食室用保冷庫、３号 純正部品 ホシザキ電機（株） 需品

需-１６０ 蒸気湯沸器、１号 純正部品 細山熱器（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１６１ 蒸気湯沸器、２号 純正部品 細山熱器（株） 需品

需-１６２ 蒸気湯沸器、３号 純正部品 細山熱器（株） 需品

需-１６３ 照明具（宿営用） 関連部品 増山電機（株） 需品

需-１６４ 照明具，天幕用 関連部品 増山電機（株） 需品

需-１６５ 手動ポンプ，一般用燃料２形 純正部品 丸山工業（株） 需品

需-１６６ 手動ポンプ，潤滑油用 純正部品 丸山工業（株） 需品

需-１６７ 戦闘靴２型、半長靴２型・３型 純正部品 ミドリ安全（株） 需品

需-１６８ 発電機，天幕用（ヤマハ） 純正部品 ヤマハ発動機（株） 需品

需-１６９ 防音型発電機(ヤマハ) 純正部品 ヤマハ発動機（株） 需品

需-１７０ 防音型発電機(ヤンマー) 純正部品 ヤンマー（株） 需品

需-１７１ 蒸気煮炊がま、２２０Ｌ 純正部品 (有)サトー 需品

需-１７２ 蒸気煮炊がま、ドライシステム用、２２０Ｌ 純正部品 (有)サトー 需品

需-１７３ 業務用天幕（１号・２号） 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７４ 屋根形天幕（１号・２号） 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７５ 屋根形覆い幕 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７６ 業務用天幕，２号（改） 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７７ 業務用天幕，一般用 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７８ 業務用天幕，病院用 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１７９ 業務用天幕，補給用 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１８０ 整備所天幕（一般用） 純正部品 ユニチカ（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-１８１ 整備所天幕，空気式，航空機用 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１８２ 整備所天幕，空気式，一般用 純正部品 ユニチカ（株） 需品

需-１８３ 球根皮むき機、１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８４ 球根皮むき機、２号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８５ 球根皮むき機、３号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８６ 食器洗浄機、１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８７ 食器洗浄機、２号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８８ 食器洗浄機、４号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１８９ 水圧洗米器、１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９０ 水圧洗米器、２号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９１ 炊飯釜洗浄機１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９２ 野菜切裁用調理機、１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９３ 野菜切裁用調理機、２号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９４ 連続式ガス炊飯装置、１号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９５ 連続式ガス炊飯装置、３号 純正部品 （株）アイホー 需品

需-１９６ 野菜切裁用調理機、２号 純正部品 （株）エムラ 需品

需-１９７ 蒸し器１号（カートイン式） 純正部品 （株）五加調理器 需品

需-１９８ 蒸し器２号（手動式） 純正部品 （株）五加調理器 需品

需-１９９ ガスレンジ、１号 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２００ ガスレンジ、２号 純正部品 （株）コメットカトウ 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２０１ ガスレンジ、３号 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０２ コンベクションオーブン、スチーム機能付、１号、ガス式 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０３ コンベクションオーブン、スチーム機能付、１号、電気式 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０４ コンベクションオーブン、スチーム機能付、２号、ガス式 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０５ コンベクションオーブン、スチーム機能付、２号、電気式 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０６ コンベクションオーブン、スチーム機能付、３号、電気式 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０７ たて形ガス炊飯器、１号 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０８ たて形ガス炊飯器、２号 純正部品 （株）コメットカトウ 需品

需-２０９ 揚物機、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１０ 揚物機、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１１ かきあげ式洗浄機（浸漬槽付）２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１２ ガスレンジ、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１３ 蒸気式食器消毒保管庫、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１４ 蒸気式食器消毒保管庫、４号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１５ 蒸気式食器消毒保管庫、５号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１６ 蒸気式食器消毒保管庫、６号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１７ 食器洗浄機、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１８ 食器洗浄機、４号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２１９ 食器洗浄機、５号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２０ 水圧洗米器、１号、ドライシステム用 純正部品 （株）フジマック 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２２１ 炊飯釜洗浄機１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２２ 適温・選択配食器材１号（蒸気式） 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２３ 適温・選択配食器材１号（電気式） 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２４ 適温・選択配食器材２号（電気式） 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２５ 配食室用温蔵庫、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２６ 配食室用温蔵庫、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２７ 配食室用温蔵庫、３号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２８ 保温庫 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２２９ ミートスライサー、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３０ 連続式揚物機、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３１ 連続式揚物機、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３２ 連続式揚物機、３号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３３ 連続式ガス炊飯装置、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３４ 連続式焼物機、１号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３５ 連続式焼物機、２号 純正部品 （株）フジマック 需品

需-２３６ 蒸気式食器消毒保管庫、２号 純正部品 （株）明城製作所 需品

需-２３７ 蒸気式食器消毒保管庫、４号 純正部品 （株）明城製作所 需品

需-２３８ 蒸気式食器消毒保管庫、５号 純正部品 （株）明城製作所 需品

需-２３９ 蒸気式食器消毒保管庫、６号 純正部品 （株）明城製作所 需品

需-２４０ 食器消毒保管庫、ガス、５号 純正部品 （株）明城製作所 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２４１ 保温庫 純正部品 （株）明城製作所 需品

需-２４２ 手動ポンプ，一般用燃料２形 純正部品 行進技研（株） 需品

需-２４３ 手動ポンプ，潤滑油用 純正部品 行進技研（株） 需品

需-２４４ 業務用天幕（１号・２号） 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２４５ 業務用天幕２型，一般用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２４６ 業務用天幕２型，病院用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２４７ 業務用天幕２型，補給用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２４８ 屋根形天幕（１号・２号） 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２４９ 屋根形覆い幕 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５０ 業務用天幕，２号（改） 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５１ 業務用天幕，一般用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５２ 業務用天幕，病院用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５３ 業務用天幕，補給用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５４ 整備所天幕（一般用） 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５５ 整備所天幕，空気式，一般用 純正部品 帝国繊維（株） 需品

需-２５６ 給油ポンプ 純正部品 東洋物産（株） 需品

需-２５７ 戦闘防弾チョッキ３型 純正部品 蝶理（株） 需品

需-２５８ 携帯発電機（ホンダ） 純正部品 オールホンダ販売（株） 需品

需-２５９ 発電機，天幕用（ホンダ） 純正部品 オールホンダ販売（株） 需品

需-２６０ 発動発電機(ホンダ) 純正部品 オールホンダ販売（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２６１ 防音型発電機(ホンダ) 純正部品 オールホンダ販売（株） 需品

需-２６２ 自動洗濯機，２号（ダイワ） 純正部品 （株）ダイワコーポレーション 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２６３ 乾燥機，１号（東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６４ 乾燥機，３号（東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６５ 自動洗濯機，２号（東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６６ 乾燥機，1号，蒸気式(東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６７ ロールプレス機，２号（東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６８ ロールプレス機，３号（東洗） 整備 （株）東京洗染機械製作所 需品

需-２６９ 乾燥機，１号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７０ 乾燥機，３号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７１ 自動洗濯機，２号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７２ 自動洗濯機,３号(山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７３ ロールプレス機，２号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７４ ロールプレス機，３号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７５ ロールプレス機，４号（山本） 整備 （株）山本製作所 需品

需-２７６ 野外炊具１号（２２改） 整備 (株)マッキンリー 需品

需-２７７ 野外炊具１号（改） 整備 (株)マッキンリー 需品

需-２７８ 野外炊具１号（炊事車） 整備 (株)マッキンリー 需品

需-２７９ 野外炊具２号（改） 整備 (株)マッキンリー 需品

需-２８０ 給油ポンプ，航空用 整備 (株)伸誠商事　 需品

需-２８１ 手動ポンプ，航空燃料用 整備 (株)伸誠商事　 需品

需-２８２ 浄水セット逆浸透型 整備 （株）神鋼環境ソリューション 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-２８３ 天幕ストーブ，業務用２形 整備 （株）トヨトミ　 需品

需-２８４ 野外洗濯セット２型 整備 (株)文化精工 需品

需-２８５ 対流式焼物器、１号 整備 アサヒ装設㈱ 需品

需-２８６ 対流式焼物器、２号 整備 アサヒ装設㈱ 需品

需-２８７ 連続式揚物機、１号 整備 アサヒ装設㈱ 需品

需-２８８ 連続式揚物機、２号 整備 アサヒ装設㈱ 需品

需-２８９ 連続式揚物機、３号 整備 アサヒ装設㈱ 需品

需-２９０ 携帯発電機（ホンダ） 整備 オールホンダ販売（株） 需品

需-２９１ 発電機，天幕用（ホンダ） 整備 オールホンダ販売（株） 需品

需-２９２ 発動発電機(ホンダ) 整備 オールホンダ販売（株） 需品

需-２９３ 防音型発電機(ホンダ) 整備 オールホンダ販売（株） 需品

需-２９４ 揚物機、３号 整備 タニコー（株） 需品

需-２９５ かきあげ式洗浄機（浸漬槽付）１号 整備 タニコー（株） 需品

需-２９６ かきあげ式洗浄機（浸漬槽付）２号 整備 タニコー（株） 需品

需-２９７ ガスレンジ、２号 整備 タニコー（株） 需品

需-２９８ ガスレンジ、３号 整備 タニコー（株） 需品

需-２９９ 食器消毒保管庫、ガス、３号 整備 タニコー（株） 需品

需-３００ 食器洗浄機、（ドアータイプ）電気式 整備 タニコー（株） 需品

需-３０１ 適温・選択配食器材１号（蒸気式） 整備 タニコー（株） 需品

需-３０２ 適温・選択配食器材１号（電気式） 整備 タニコー（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-３０３ 適温・選択配食器材２号（電気式） 整備 タニコー（株） 需品

需-３０４ 配食室用温蔵庫、１号 整備 タニコー（株） 需品

需-３０５ 配食室用温蔵庫、２号 整備 タニコー（株） 需品

需-３０６ 配食室用温蔵庫、３号 整備 タニコー（株） 需品

需-３０７ 肉ひき機、１号 整備 南常鉄工（株） 需品

需-３０８ 肉ひき機、２号 整備 南常鉄工（株） 需品

需-３０９ ミートスライサー、１号 整備 南常鉄工（株） 需品

需-３１０ ミートスライサー、２号 整備 南常鉄工（株） 需品

需-３１１ 配食室用温蔵庫、１号 整備 ニチワ電機（株） 需品

需-３１２ 配食室用温蔵庫、２号 整備 ニチワ電機（株） 需品

需-３１３ 配食室用温蔵庫、３号 整備 ニチワ電機（株） 需品

需-３１４ 配食室用保冷庫、３号 整備 福島工業（株） 需品

需-３１５ 携帯発電機（ロビン） 整備 富士ロビン（株） 需品

需-３１６ 発電機，天幕用（ロビン） 整備 富士ロビン（株） 需品

需-３１７ 自動給茶器 整備 ホシザキ電機（株） 需品

需-３１８ 配食室用保冷庫、１号 整備 ホシザキ電機（株） 需品

需-３１９ 配食室用保冷庫、２号 整備 ホシザキ電機（株） 需品

需-３２０ 配食室用保冷庫、３号 整備 ホシザキ電機（株） 需品

需-３２１ 蒸気湯沸器、１号 整備 細山熱器（株） 需品

需-３２２ 蒸気湯沸器、２号 整備 細山熱器（株） 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（需品課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

需-３２３ 蒸気湯沸器、３号 整備 細山熱器（株） 需品

需-３２４ 携帯発電機（ヤマハ） 整備 ヤマハ発動機（株） 需品

需-３２５ 発電機，天幕用（ヤマハ） 整備 ヤマハ発動機（株） 需品

需-３２６ 防音型発電機(ヤマハ) 整備 ヤマハ発動機（株） 需品

需-３２７ 防音型発電機(ヤンマー) 整備 ヤンマー（株） 需品

需-３２８ 球根皮むき機、１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３２９ 球根皮むき機、２号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３０ 球根皮むき機、３号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３１ 食器洗浄機、１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３２ 食器洗浄機、２号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３３ 食器洗浄機、４号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３４ 水圧洗米器、１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３５ 水圧洗米器、２号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３６ 炊飯釜洗浄機１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３７ 野菜切裁用調理機、１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３８ 野菜切裁用調理機、２号 整備 （株）アイホー 需品

需-３３９ 連続式ガス炊飯装置、１号 整備 （株）アイホー 需品

需-３４０ 連続式ガス炊飯装置、３号 整備 （株）アイホー 需品
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（通信電子課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

通-1 発動発電機　JPU-U30 関連部品 株式会社　芝浦製作所 通信電子

通-2 発動発電機　JPU-U5 関連部品 三菱重工　株式会社 通信電子

通-3 発動発電機　JPU-U5-B 関連部品 三菱重工　株式会社 通信電子

（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

通-４ 師団等指揮システム 修理 富士通㈱ 通信電子

通-５ 駐屯地等情報基盤装置 修理 日本電気㈱ 通信電子

通-６ スペクトラム分析器　 ＧＡＹ－（） 修理 アジレント・テクノロジー㈱ 通信電子

通-７ スペクトラム分析器　 ＪＡＹ－Ｑ（） 修理 アジレント・テクノロジー㈱ 通信電子

通-８ 側帯波計　ＪＴＳ－Ｑ（） 修理 東京電波㈱ 通信電子

通-９ 写真処理装置　ＪＰＨ－Ｈ（） 修理 富士フィルム㈱ 通信電子

通-１０ 無停電電源装置　ＧＧＭ－（） 修理 デンセイラムダ㈱ 通信電子

通-１１ 無停電電源装置　ＧＧＭ－（） 修理 ㈱ジーエスユアサテクノロジー 通信電子

通-１２ 緊急展開型衛星通信衛星通信セットⅡ型 修理 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 通信電子

通-１３ 離島展開型衛星通信セット 修理 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 通信電子

通-１４ 機動展開型衛星通信セット 修理 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 通信電子

通-１５ 基準電圧電流発生器　ＪＴＳ－Ｑ１６４ 修理 ㈱フルーク 通信電子

通-１６ 直流交流電圧発生器　Ｇ／ＴＳ－Ｑ７４ 修理 ㈱フルーク 通信電子

通-１７ ＬＡＮテスタⅠ型　ＧＴＳ－２９７ 修理 ㈱フルーク 通信電子
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（通信電子課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

通-１８ 総合無線試験器　Ｇ／ＴＳ－Ｑ１５９ 修理 菊水電子工業㈱ 通信電子

通-１９ 総合無線試験器　ＪＴＳ－Ｑ１５９ 修理 菊水電子工業㈱ 通信電子

通-２０ スペクトル分析器　ＪＡＹ－Ｑ（）－（） 修理 アンリツ㈱ 通信電子

通-２１ スペクトラム分析器　ＧＡＹ－（） 修理 アンリツ㈱ 通信電子

通-２２ 周波計　ＪＦＲ－Ｑ（） 修理 アンリツ㈱ 通信電子

通-２３ スペクトル分析器　ＪＡＹ－Ｑ（）－（） 修理 ローデシュワルツ 通信電子

通-２４ 周波計　ＪＦＲ－Ｑ（）－（） 修理 スウェーデンペンデュラム 通信電子

通-２５ 低周波分析器　ＪＡＹ－Ｑ１８－Ｂ 修理 ㈱テクシオ 通信電子

通-２６ スペクトラム分析器　ＪＡＹ－Ｑ（）－（） 修理 ㈱アドバンテスト 通信電子

通-２７ スペクトラム分析器　ＧＡＹ－（） 修理 ㈱アドバンテスト 通信電子

（技術援助等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

通-２８ 対空戦闘指揮統制システムに関する技術援助 技術援助 三菱㈱ 通信電子

通-２９ 空空連接装置及び戦闘ヘリコプター(AH64)に関する技術援助 技術援助 富士重工業㈱ 通信電子

通-３０ 火力戦闘指揮統制システムに関する技術援助 技術援助 東芝㈱ 通信電子

通-３１ 空地連接装置に関する技術援助 技術援助 日本電気㈱ 通信電子
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１ ９２式地雷原処理車 純正部品 （株）ＩＨＩエアロスペース 施設

施-２ 精密測定機 純正部品 　ソキア（株） 施設

施-３ セオドライト 純正部品 　ソキア（株） 施設

施-４ トータルステーション 純正部品 　ソキア（株） 施設

施-５ トランシット 純正部品 　ソキア（株） 施設

施-６ 燃料噴射装置（ゼクセル） 純正部品 （株）ゼクセル 施設

施-７ 資材運搬車 純正部品 （株）タダノ 施設

施-８ 人命救助システム用コンテナ 純正部品 （株）タダノ 施設

施-９ トラッククレーン 純正部品 （株）タダノ 施設

施-１０ ４０ｔクラッシャプラント（東芝ＥＣモートル） 純正部品 （株）東芝 施設

施-１１ ９２式地雷原処理車 純正部品 （株）日立製作所 施設

施-１２ 道路障害作業車 純正部品 愛知車輌（株） 施設

施-１３ 偵察ボート（２人乗） 純正部品 アキレスパワーボート 施設

施-１４ 偵察ボート（５人乗） 純正部品 アキレスパワーボート 施設

施-１５ 油圧クラップル 純正部品 飯田鉄工所 施設

施-１６ 小型ショベルドーザ 純正部品 石川島建機（株） 施設

施-１７ 偵察ボート（８人乗り） 純正部品 ゾディアック 施設

施-１８ 温水洗浄機 純正部品 石原機械工業 施設

施-１９ ２０ｔクラッシャ（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２０ ８３式地雷敷設装置 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施設-1



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-２１ 坑道掘削装置（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２２ 施設工作車 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２３ 処理弾運搬車（シャシ） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２４ 道路障害作業車 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２５ 道路清掃車（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２６ バケットローダ（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２７ 発動発電機（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２８ ロードローラ（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-２９ 油圧ショベル（ディーゼルエンジン） 純正部品 いすず自動車（株） 施設

施-３０ エアーシューズクリーナー 純正部品 岩下電気 施設

施-３１ 人命救助システム　救助用油圧器具 純正部品 ウェーバー 施設

施-３２ タイヤローラ 純正部品 川崎重工業（株） 施設

施-３３ バケットローダ 純正部品 川崎重工業（株） 施設

施-３４ ロードローラ 純正部品 川崎重工業（株） 施設

施-３５ ９６式多目的誘導弾電源部 純正部品 川崎重工業（株）航空宇宙カンパニー 施設

施-３６ 小型ショベルドーザ 純正部品 クボタ（株） 施設

施-３７ 演習場器材Ⅰ型 純正部品 神戸製鋼所（株） 施設

施-３８ トラッククレーン 純正部品 神戸製鋼所（株） 施設

施-３９ 油圧ショベル 純正部品 神戸製鋼所（株） 施設

施-４０ 処理弾運搬車（ブーム） 純正部品 古河ユニック（株） 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-４１ トラッククレーン 純正部品 （株）加藤製作所 施設

施-４２ 小型ショベルドーザ 純正部品 ヤンマー（株） 施設

施-４３ 燃料噴射装置（ディーゼル機器） 純正部品 ディ－ゼル機器販売（株） 施設

施-４４ 演習場器材Ⅲ型 純正部品 豊和工業（株） 施設

施-４５ 土のう作製機 純正部品 三井三池製作所 施設

施-４６ 油圧旋回式つかみ機 純正部品 オカダアイヨン 施設

施-４７ ロックブレーカ 純正部品 オカダアイヨン 施設

施-４８ 各種大型草刈機（タイヤ） 純正部品 芝浦 施設

施-４９ 各種大型草刈機（タイヤ） 純正部品 石川島 施設

施-５０ 油圧ブレーカ 純正部品 古河鉱業 施設

施-５１ ロックブレーカ 純正部品 古河ロックドリル株式会社 施設

施-５２ 野火消火器材（ＣＨ４７Ｊ用）Ⅱ型 純正部品 三徳航空エンジニアリング（株） 施設

施-５３ 野火消化器材（UH-60JA用） 純正部品 イヨンインターナショナル（株） 施設

施-５４ アスファルトフィニッシャ 純正部品 新キャタピラ三菱（株） 施設

施-５５ バケットローダ（装軌） 純正部品 新キャタピラ三菱（株） 施設

施-５６ 油圧ショベル 純正部品 新キャタピラ三菱（株） 施設

施-５７ 大型ドーザ 純正部品 新キャタピラ三菱（株） 施設

施-５８ グレーダ 純正部品 三菱重工業（株） 施設

施-５９ 小型ドーザ 純正部品 三菱重工業（株） 施設

施-６０ アスファルトフィニッシャ 純正部品 住友建機販売（株） 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-６１ トラッククレーン 純正部品 住友建機販売（株） 施設

施-６２ 油圧ショベル 純正部品 住友建機販売（株） 施設

施-６３ 演習場整備器材Ⅸ型 純正部品 住友建機販売（株） 施設

施-６４ 演習場整備器材Ⅸ型アタッチメント（草カルゴン） 純正部品 ユタニ工業株式会社 施設

施-６５ 発動発電機45Kw 純正部品 大成電気 施設

施-６６ ４５ＫＷ発電機（ケーブル） 純正部品 大成電機（株） 施設

施-６７ 偽装網Ⅱ型　対赤外線用 純正部品 太陽工業 施設

施-６８ 高圧温水洗浄機 純正部品 鶴見製作所 施設

施-６９ 温水洗浄機 純正部品 鶴見製作所 施設

施-７０ 大･中型セミトレーラ 純正部品 東急車輛製造（株） 施設

施-７１ 偵察ボート（２人乗） 純正部品 東洋工業 施設

施-７２ 偵察ボート（５人乗） 純正部品 東洋工業 施設

施-７３ 投光器セット(ｳﾙﾄﾗﾊﾟﾜｰﾗｲﾄ） 純正部品 東洋電機工業（株） 施設

施-７４ 発動発電機１００ｋＶＡ 純正部品 東洋電機工業（株） 施設

施-７５ セオドライト 純正部品 トプコン 施設

施-７６ トータルステーション 純正部品 トプコン 施設

施-７７ 自走コンプレッサー 純正部品 トヨタ自動車（株） 施設

施-７８ 小型ショベルドーザ 純正部品 長野工業（株） 施設

施-７９ セオドライト 純正部品 ニコン 施設

施-８０ トータルステーション 純正部品 ニコン 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-８１ トランシット 純正部品 ニコン 施設

施-８２ ２０ｔクラッシャ（ディーゼルエンジン） 純正部品 日産ディーゼル（株） 施設

施-８３ 動力ボート（ディーゼルエンジン） 純正部品 日産ディーゼル（株） 施設

施-８４ トラッククレーン（ディーゼルエンジン） 純正部品 日産ディーゼル（株） 施設

施-８５ 油圧ショベル（ディーゼルエンジン） 純正部品 日産ディーゼル（株） 施設

施-８６ 油圧ハンマー 純正部品 日本ニューマチック工業 施設

施-８７ 人命救助システム　破壊構造物探知器 純正部品 ノムラ 施設

施-８８ 高速洗浄機 純正部品 八田工業 施設

施-８９ ２０ｔクラッシャ 純正部品 日立建機（株） 施設

施-９０ 油圧ショベル 純正部品 日立建機（株） 施設

施-９１ 演習場器材Ⅲ型（デイーゼルエンジン） 純正部品 日野自動車（株） 施設

施-９２ 自走コンプレッサー 純正部品 日野自動車（株） 施設

施-９３ バケットローダ 純正部品 日野自動車（株） 施設

施-９４ トラッククレーン（エンジン） 純正部品 日野自動車（株） 施設

施-９５ 発動発電機 純正部品 富士重工業（株） 施設

施-９６ 信号機（道路交通用） 純正部品 富士防災(株) 施設

施-９７ 踏切警報機 純正部品 富士防災(株) 施設

施-９８ トータルステーション 純正部品 ペンタックス 施設

施-９９ 人命救助システム　エアージャッキ 純正部品 ホルマトロ 施設

施-１００ 人命救助システム　救助用油圧器具 純正部品 ホルマトロ 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１０１ 高速洗浄機 純正部品 本田技研工業（株） 施設

施-１０２ 発動発電機 純正部品 本田技研工業（株） 施設

施-１０３ 人命救助システム　エアージャッキ 純正部品 マキシーホース 施設

施-１０４ 発動発電機 純正部品 マキタ沼津（株） 施設

施-１０５ トラッククレーン 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１０６ 橋節運搬車 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１０７ 発動発電機（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１０８ 油圧ショベル（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１０９ ８１式自走架柱橋 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１０ アスファルトフィニッシャ（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１１ 演習場器材Ⅰ型（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１２ 大・中型セミトレーラけん引車 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１３ グレーダ（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１４ 小型ドーザ（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１５ 資材運搬車（ディーゼルエンジン） 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１６ 動力ボート運搬車 純正部品 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１１７ 周波数変換装置（三社） 純正部品 水戸工業(株） 施設

施-１１８ 周波数変換装置（山洋） 純正部品 水戸工業(株） 施設

施-１１９ 携帯削岩機 純正部品 アトラスコプコ・ピオニア 施設

施-１２０ 携帯削岩機 純正部品 石原機械工業 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１２１ 発動発電機 純正部品 ヤンマー（株） 施設

施-１２２ 高圧洗浄機 純正部品 有光工業 施設

施-１２３ 人命救助システム　救助用油圧器具 純正部品 ルーカス 施設

施-１２４ 掩体掘削機 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１２５ 各種ドーザ 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１２６ 資材運搬車 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１２７ 駐屯地整備車 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１２８ バケットローダ 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１２９ 油圧ショベル 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１３０ グレーダ 純正部品 ㈱小松製作所 施設

施-１３１ 発動発電機２２０ｋＶＡ 純正部品 デンヨー 施設

施-１３２ 大型草刈機 純正部品 イセキ 施設

施-１３３ 大型草刈機 純正部品 芝浦 施設

施-１３４ 大型草刈機 純正部品 石川島 施設

施-１３５ 自走式クラッシャ 純正部品 中山鉄工所 施設

施-１３６ 偵察ボート（８人乗用） 純正部品 ＺＯＤＩＡＣ 施設

施-１３７ 偵察ボート（８人乗用） 純正部品 アキレスマリン株式会社 施設

施-１３８ 07式機動支援橋 純正部品 （株）日立製作所 施設

施-１３９ ８３式地雷敷設装置 純正部品 中山鉄工所 施設

施-１４０ タイヤローラ 純正部品 日立建機（株） 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１４１ 　信号機（道路交通用） 整備・修理 富士防災（株） 施設

施-１４２ 　セオドライト 整備・修理 Ｌｅｉｃａ 施設

施-１４３ 　偵察ボート（８人乗） 整備・修理 ＺＯＤＩＡＣ 施設

施-１４４ 　偵察ボート（２人乗） 整備・修理 アキレスマリン株式会社 施設

施-１４５ 　偵察ボート（５人乗） 整備・修理 アキレスマリン株式会社 施設

施-１４６ 　偵察ボート（８人乗） 整備・修理 アキレスマリン株式会社 施設

施-１４７ 　偵察ボート（２人乗） 整備・修理 東洋ゴム株式会社 施設

施-１４８ 　偵察ボート（５人乗） 整備・修理 東洋ゴム株式会社 施設

施-１４９ 　デジタルオシロスコープ 整備・修理 アジレント・テクノロジー 施設

施-１５０ 　大型トラックの整備
　（板金、塗装、修理、フレーム修正等）

整備・修理 いすゞ自動車（株） 施設

施-１５１ 　９２式対戦車地雷用安全化装置 整備・修理 株式会社　石川製作所 施設

施-１５２ 　トータルステーション 整備・修理 コアミ計側機 施設

施-１５３ 　油圧ショベル 整備・修理 神戸製鋼所 施設

施-１５４ 　リモコン装置（油圧ショベル用） 整備・修理 コベルコ建機株式会社 施設

施-１５５ 　油圧ショベル 整備・修理 コベルコ建機株式会社 施設

施-１５６ 　油圧ショベル（装輪式） 整備・修理 小松製作所 施設

施-１５７ 　掩体掘削機 整備・修理 小松製作所 施設

施-１５８ 　トータルステーション 整備・修理 金剛測量製図器械店 施設

施-１５９ 　レベル 整備・修理 金剛測量製図器械店 施設

施-１６０ 　周波数変換装置 整備・修理 三社電気製作所 施設
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平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１６１ 　リモコン装置（油圧ショベル用） 整備・修理 新キャタピラー三菱株式会社 施設

施-１６２ 　油圧ショベル 整備・修理 新キャタピラー三菱株式会社 施設

施-１６３ 　油圧ショベル 整備・修理 住友建機 施設

施-１６４ 　レベル 整備・修理 ソキア（株） 施設

施-１６５ 　トータルステーション 整備・修理 ソキア（株） 施設

施-１６６ 　セオドライト 整備・修理 ソキア（株） 施設

施-１６７ 　精密測距機 整備・修理 ソキア（株） 施設

施-１６８ 　方位測定機 整備・修理 ソキア（株） 施設

施-１６９ 　トータルステーション 整備・修理 トプコン 施設

施-１７０ 　セオドライト 整備・修理 トプコン 施設

施-１７１ 　レベル 整備・修理 トプコン 施設

施-１７２ 　発動発電機４００Ｈｚ３相４５ｋＷ 整備・修理 大成電気株式会社 施設

施-１７３ 　発動発電機６０Ｈｚ３相４５ｋＷ 整備・修理 大成電気株式会社 施設

施-１７４ 　発動発電機５ｋＶＡ 整備・修理 デンヨー株式会社 施設

施-１７５ 　トータルステーション 整備・修理 ニコン 施設

施-１７６ 　セオドライト 整備・修理 ニコン 施設

施-１７７ 　レベル 整備・修理 ニコン 施設

施-１７８ 　軽徒橋の整備
　（アルミ缶（立方体）作成、塗装、修理等）

整備・修理 日本アルミ　（株） 施設

施-１７９ 　８３式地雷敷設装置 整備・修理 中山鉄工所 施設

施-１８０ 　油圧ショベル 整備・修理 日立建機株式会社 施設

施設-9



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（施設課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

施-１８１ 　踏切警報機 整備・修理 富士防災（株） 施設

施-１８２ 　トータルステーション 整備・修理 ペンタックス 施設

施-１８３ 　セオドライト 整備・修理 ペンタックス 施設

施-１８４ 　レベル 整備・修理 ペンタックス 施設

施-１８５ 　ツインヘッダ 整備・修理 三井三池製作所 施設

施-１８６ 　大型セミトレーラけん引車 整備・修理 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１８７ 　中型セミトレーラけん引車 整備・修理 三菱ふそうトラック・バス（株） 施設

施-１８８ 　放電破砕器 整備・修理 ユニバーサル特機株式会社 施設

施-１８９ 　０７式機動支援橋 整備・修理 日立製作所ディフェンスシステム社 施設

施-１９０ 　９２式浮橋 整備・修理 日立製作所ディフェンスシステム社 施設

施-１９１ 　潜入ボート 整備・修理 ＺＯＤＩＡＣ 施設

施-１９２ 　水上機動用ボート 整備・修理 ＺＯＤＩＡＣ 施設

施設-10



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（化学課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

化-1 自動全チッソ、全リン測定装置 関連部品 京都電子工業株式会社 化学

化-2 携帯試験装置 関連部品 (株）巴商会長崎営業所 化学

（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

化-３ 空気濃度測定器 整備 理研計器（株） 化学

化-４ 可燃性ガス検知器 整備 理研計器（株） 化学

化-５ 酸素・可燃性ガス濃度測定器 整備 理研計器（株） 化学

化-６ 自動全チッソ、全リン測定装置 整備 京都電子工業株式会社 化学

化学-1



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（衛生課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

衛-１ Ｘ線自動現像装置 純正部品 富士フィルムメディカル 衛生

衛-２ 迅速血液分析装置 純正部品 富士フィルムメディカル 衛生

衛-３ 電解質分析装置 純正部品 富士フィルムメディカル 衛生

衛-４ 動力噴霧器 純正部品 共立 衛生

衛-５ 背負型動力噴霧器 純正部品 共立 衛生

衛-６ 動力噴霧器 純正部品 土佐農機 衛生

衛-７ 発動発電機 純正部品 ヤマハ 衛生

衛-８ 発動発電機 純正部品 ホンダ 衛生

衛-９ 発動発電機 純正部品 ロビン 衛生

衛-１０ Ｘ線自動現像装置 純正部品 コダック 衛生

衛-１１ Ｘ線自動現像装置 純正部品 コニカミノルタ 衛生

衛-１２ 歯科治療装置 純正部品 タカラベルモント 衛生

衛-１３ 歯科治療装置 純正部品 ヨシダ 衛生

衛-１４ 歯科治療装置 純正部品 モリタ 衛生

衛-１５ Ｘ線撮影装置 純正部品 東芝メディカル 衛生

衛-１６ Ｘ線撮影装置 純正部品 島津メディカル 衛生

衛-１７ Ｘ線撮影装置 純正部品 日立 衛生

衛-１８ 滅菌器 純正部品 平山製作所 衛生

衛-１９ 滅菌器 純正部品 アルプ 衛生

衛-２０ 滅菌器 純正部品 トミー工業 衛生

衛生-1



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（衛生課）
（部品等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

衛-２１ 血圧計 純正部品 ＯＫＯＳＥ 衛生

衛-２２ 血圧計 純正部品 ケンツメディコ 衛生

衛-２３ 自動血球計数装置 純正部品 エルマ 衛生

衛-２４ 自動血球計数装置 純正部品 シスメックス 衛生

衛-２５ 自動血球計数装置 純正部品 A&T 衛生

衛-２６ 心電図解析装置 純正部品 フクダ電子 衛生

衛-２７ 患者監視装置 純正部品 米国ウェルチアレン 衛生

衛-２８ 吸引器 純正部品 ノルメカエイシア 衛生

衛-２９ 人工そ生器ポータブル 純正部品 スミスメディカルジャパン 衛生

衛-３０ 人工呼吸器、小型 純正部品 米国ニューパック 衛生

衛-３１ パルスオキシメータ、携帯型 純正部品 ＢＣＩ 衛生

衛-３２ うがい器、自動式 純正部品 サラヤ 衛生

衛-３３ 冷凍庫、食品検査用 純正部品 ホシザキ電気 衛生

衛-３４ 体外式自動除細動器 純正部品 米国フィリップスメディカル 衛生

衛-３５ オージオ―メーター 純正部品 リオン 衛生

衛生-2



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（衛生課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

衛-３６ Ｘ線自動現像装置 整備 富士フィルムメディカル 衛生

衛-３７ 迅速血液分析装置 整備 富士フィルムメディカル 衛生

衛-３８ 電解質分析装置 整備 富士フィルムメディカル 衛生

衛-３９ Ｘ線自動現像装置 整備 コダック製 衛生

衛-４０ Ｘ線自動現像装置 整備 コニカミノルタ製 衛生

衛-４１ 歯科治療装置 整備 タカラベルモント製 衛生

衛-４２ 歯科治療装置　 整備 ヨシダ製 衛生

衛-４３ 歯科治療装置　 整備 モリタ製 衛生

衛-４４ Ｘ線撮影装置 整備 東芝メディカル製 衛生

衛-４５ Ｘ線撮影装置 整備 島津メディカル製 衛生

衛-４６ Ｘ線撮影装置 整備 日立製 衛生

衛-４７ 自動血球計数装置 整備 エルマ製 衛生

衛-４８ 自動血球計数装置 整備 シスメックス製 衛生

衛-４９ 自動血球計数装置 整備 A&T 衛生

衛-５０ 心電図解析装置 整備 フクダ電子製 衛生

衛-５１ 患者監視装置 整備 米国ウェルチアレン 衛生

衛-５２ 人工呼吸器、小型 整備 米国ニューパック製 衛生

衛-５３ うがい器、自動式 整備 サラヤ製 衛生

衛-５４ 冷凍庫、食品検査用 整備 福島工業 衛生

衛-５５ 冷凍庫、食品検査用 整備 ホシザキ電気 衛生

衛生-3



平成２７年度公募手続きによる調達予定品目等（衛生課）
（外注整備等）

登録番号 調達予定項目 調達予定品目等 装備品本体の製造企業 区分

衛-５６ 体外式自動除細動器 整備 米国フィリップスメディカル製 衛生

衛-５７ オージオ―メーター 整備 リオン 衛生

衛生-4


