
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、平成30年度予算が成立し、本業務に係

る予算示達がなされることを条件とするものです。

平成30年2月26日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 中嶋浩一郎

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 文具類等供給契約
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期間 平成30年4月2日から平成30年3月31日まで

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び第
71条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成28･29･30年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格
の種類が「物品の販売」でＣの等級に格付けを受け、九州・沖縄地域に競争参加資
格を有する者であること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３ 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8181（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成30年2月26日（月）から平成30年3月13日(火)まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、
担当部局にて上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得見
込者に対し交付する。なお、交付については貸与とし、開札日から１４日以内に返
却するものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。

(3) 入札及び開札の日時等
平成30年3月15日(木) 午前10時00分 沖縄防衛局 4階 講堂3
入札書等は、入札当日に持参又は3月14日（水）の午前中迄に（１）宛て書留

郵便にて郵送すること。（その際、（１）まで電話連絡を行うこと。）

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう
要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。



文具類等供給契約仕様書

１ 目的

本件は、当局での業務上必要とする、文具類等について供給することを目的

とする。

２ 契約期間

平成３０年４月２日～平成３１年３月３１日

３ 一般事項

（１）本件は、契約期間中において単価契約するものとし、品目及び予定数量

等は別添のとおりとする。

（２）グリーン購入法適合製品であることとする。

（３）受注者は、沖縄防衛局が発行する依頼書に基づき、当該目的を履行する

こととし、沖縄防衛局が指定する場所及び日時までに納入の上、履行完了

の都度、沖縄防衛局の指定する者の確認を受けること。

（４）代金は、毎月分を取りまとめて、その翌月以降に請求を行うこと。

（５）本契約履行に係る目的物の納入及び引取りに必要な費用は、すべて受注

者の負担とする。

（６）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。



1 チューブファイル Ａ４Ｓ　３ｃｍ 冊 350 （コクヨ）フ-RT630B （キングジム）　２４７３A

2 チューブファイル Ａ４Ｓ　５ｃｍ 冊 181 （コクヨ）フ-RT650B （キングジム）　２４７５A

3 チューブファイル Ａ４Ｓ　８ｃｍ 冊 183 （コクヨ）フ-RT680B （キングジム）　２４７８A

4 チューブファイル Ａ４Ｓ　１０ｃｍ 冊 183 （コクヨ）フ-RT6100B （キングジム）　２４７０A

5 チューブファイル Ａ４Ｅ　３ｃｍ 冊 141 （コクヨ）フ-RT635B （キングジム）　２４８３A

6 チューブファイル Ａ４Ｅ　５ｃｍ 冊 84 （コクヨ）フ-RT655B （キングジム）　２４８５A

7 チューブファイル Ａ４Ｅ　８ｃｍ 冊 56 （コクヨ）フ-RT685B （キングジム）　２４８８A

8 チューブファイル Ａ４Ｅ　１０ｃｍ 冊 62 (キングジム）　2480A （キングジム）　２４８０A

9 チューブファイル Ａ３Ｅ　３ｃｍ 冊 63 （コクヨ）フ-RT633B （キングジム）　３４０３EA

10 チューブファイル Ａ３Ｅ　５ｃｍ 冊 80 （コクヨ）フ-RT653B （キングジム）　３４０５EA

11 フラットファイル Ａ４Ｓ　青 冊 1,208 （ライオン）A-518K-A4S 103-63 （コクヨ）　フ－V10B

12 フラットファイル Ａ４Ｓ　黄 冊 980 （ライオン）A-517K-A4S 103-62 （コクヨ）　フ－V10Y

13 フラットファイル Ａ４Ｓ　緑 冊 1,095 （ライオン）A-519K-A4S 103-64 （コクヨ）　フ－V10G

14 フラットファイル Ａ４Ｓ　桃 冊 988 （ライオン）A-516K-A4S 103-61 （コクヨ）　フ－V10P

15 フラットファイル Ａ４Ｅ　青 冊 267 （ライオン）A-518K-A4E 103-57 （コクヨ）　フ－V1５B

16 フラットファイル Ａ４Ｅ　黄 冊 204 （ライオン）A-517K-A4E 103-56 （コクヨ）　フ－V1５Y

17 フラットファイル Ａ４Ｅ　緑 冊 278 （ライオン）A-519K-A4E 103-58 （コクヨ）　フ－V1５G

18 フラットファイル Ａ４Ｅ　桃 冊 213 （ライオン）A-516K-A4E 103-55 （コクヨ）　フ－V1５P

19 フラットファイル A３E 青 冊 56 （ライオン）A-598K-A3E　水

20 フラットファイル A３E 桃 冊 52 （ライオン）A-598K-A3E　桃

21 個別フォルダー Ａ４ 冊 410 （ライオン）A4－ＩＦ （コクヨ）　A4－IFN

22 持出フォルダー Ａ４ 冊 450 （コクヨ）A4-CFN （コクヨ）　A4－CFY

23 持出フォルダー Ｂ４ 冊 7 （コクヨ）B4-CFN （ライオン）A4－APF－R

24 図面ファイル Ａ１　３つ折り 個 58 （コクヨ）セ－F６NB　３つ折 （キングジム）　1161　３つ折

25 図面ケース Ｂ１　丸筒 個 4 （コクヨ）セーＲＦ30Ｄ （岡本製図器械）R75　A3～B1対応

26 ドキュメントケース Ａ４　黒 個 38 （コクヨ）クケ-774D （リヒトラブ）A-5005-24　黒

27 ドキュメントケース Ｂ４　黒 個 7 （ライオン）128-97　DS-263　黒 （セキセイ）ART-600

39 ドキュメントケース A３　黒 個 9 （ライオン）128-95　DS-273　黒

28 クリアブック Ａ４Ｓ（横入れ式） 冊 76 （コクヨ）ラ－Ｂ220Ｂ （プラス）FC-124SI　青

29 クリアブック Ａ４Ｓ（縦入れ式） 冊 91 （コクヨ）ラ－Ｔ560Ｂ （プラス）FC-122EL　青

30 クリアブック Ａ３Ｓ（横入れ式） 冊 40 （コクヨ）ラ－Ｂ223Ｂ （キングジム）１５７C

31 クリアーホルダー Ａ４ 枚 5,861 （キングジム）No,737SP （ライオン）CF-3A

32 綴込（クロス）表紙 Ａ４Ｓ 組 108 （マンモス） THB-A4S-2 (セキセイ）H-45　２穴

33 綴込（クロス）表紙 Ａ４Ｅ 組 42 （マンモス） THB-A4E-２ (セキセイ）H-42　２穴

34 板目紙 Ａ４ 枚 2,106 （ライオン）886-07 (クラウン）　CR-JH45A4-W

35 用箋挟 Ａ４Ｓ 枚 178 （ライオン）　140-25　No121 （コクヨ）　ヨハ-23

36 用箋挟 Ａ４Ｅ 枚 85 （ライオン）　140-24　No120 （コクヨ）　ヨハ-28

37 ファイルボックス Ａ４Ｓ 個 187 （コクヨ）フ－Ｅ450Ｂ （プラス）FL-052BF

38 ファイルボックス Ａ４Ｅ 個 213 （コクヨ）Ａ4－ＬＦＤ－Ｂ （プラス）FL-051BF

40 キャリングケース 325×385mm ブラック 個 43 （山口工業）G503

41 カラーソフトクリアケース Ａ４Ｓ 枚 55 （コクヨ）クケ-3314NR （リヒトラブ）F-74S 赤

42 ソフトクリアケース A4E　チャック付き 枚 58 （リヒトラブ）F-74S 藍

43 カードケース ハード　Ａ３ 枚 451 （ライオン）A3判 （プラス）PC-203C

44 カードケース ハード　Ａ４ 枚 201 （ライオン）A4判 （プラス）PC-204C

45 カードケース ソフト　Ａ３ 枚 47 （ライオン）A3判 （プラス）PC-303R

46 カードケース ソフト　Ａ４ 枚 46 （ライオン）A4判 （プラス）PC-304R

47 ノート Ａ４ 冊 97 （コクヨ）ノ-E203AN （キョクトク・アソシエイツ）KTA40A

48 ノート Ａ５ 冊 156 （コクヨ）ノ-E103AN （アピカ）３A３FE

49 ノート Ｂ５ 冊 147 （コクヨ）ノ-E3AN （キョクトク）KT3A

50 野帳 レベルブック 冊 278 （コクヨ）セ-Y1 （コクヨ）セ-Y２１N

51 野帳 トランシット 冊 92 （コクヨ）セ-Y2

52 罫紙（集計用紙） Ａ４縦型 冊 8 （コクヨ）ショ－20Ｎ

53 付箋紙 ７５mm×１０５mm（黄） 個 282 （コクヨ）メ－1000-Y （住友スリーエム）657RP-Y

54 付箋紙 ７５mm×７５mm（黄） 個 343 （ライオン）SN-31 （コクヨ）メ－1001-Y

55 付箋紙 ７５mm×５０mm（黄） 個 286 （ライオン）SN-21 （コクヨ）メ－1002-Y

56 付箋紙 ７５mm×２５mm（４色） パック 269 （コクヨ）メ－1003 （住友スリーエム）500RP-BK

57 付箋紙 ７５mm×２５mm（黄色） パック 283 （ライオン）　SN-11 （コクヨ）メ-1003-Y

58 付箋紙 ７５mm×１２mm（４色） パック 230 （ライオン）　SN-053 （コクヨ）メ-1014N

59 付箋紙 ７５mm×１２mm（黄色） パック 207 （コクヨ）メ－1004N-Y （ニチバン）F-3Y

60 付箋紙
25mm×7.2mm(4色混色)
１パック100枚×10

パック 126 （コクヨ）メー1097Ｎ （ポスト・イット）715RP-K

61 付箋紙
52mm×7.2mm(4色混色)
１パック100枚×10

パック 157 （コクヨ）メー1317 （ポスト・イット）710RP-K

62 フィルム付箋紙 透明見出し 44×10mm 20枚×6色パック 305 （スリーエム）683NEH

63 フィルム付箋紙 透明見出し 44×6mm 20枚×9色 パック 244 （スリーエム）680MSH

64 裏白ボール紙 Ａ４　　<35> 枚 2,651 （王紙製紙）A4　<35>

品目及び予定数量等

№ 品　　　目 規格 単位 予定数量 参考品番



№ 品　　　目 規格 単位 予定数量 参考品番

65 上質紙
Ａ４　100枚入
<１８０>

枚 2,936 （日本製紙）　<１８０>

66 再生上質紙
Ａ４　桃　紙厚90UM　坪
量64kg/㎡　500枚入

〆 9 （コクヨ）ＫＢ－ＫＣ39ＮＰ

67 再生上質紙
Ａ４　青　紙厚90UM　坪
量64kg/㎡　500枚入

〆 9 （コクヨ）ＫＢ－ＫＣ39ＮＢ

68 ロール紙
Ａ１サイズ 594mm×45mm
90g/㎡ モノクロ&カラー

本 0 （ヒューレット・パッカード）Ｑ1439Ａ

69 ロール紙
５９４ｍｍ×１５０ｍ
６４ｇ／㎡　（普通紙）

本 9 （桜井株式会社）　ＦＬＮＫ332

70 ロール紙
５９４ｍｍ×１５０ｍ　８０
ｇ／㎡
（トレーシングペーパー）

本 7 （桜井株式会社）　8ＳＴＮ332

75 ＰＰＣラベルシート
Ａ４　　坪量：１２５ｇ
／㎡　全面ノーカット

枚 33 （コクヨ）KPC-E101-20N

76 ＰＰＣラベルシート
Ｂ４判20面Ｒ型宛名・表
示用（257×364mm）

袋 15 （エーワン）28265

77 ＰＰＣラベルシート
Ａ４　ノーカット　透明
つや消し　１０枚

袋 8 （コクヨ）ＫＢ-Ａ1590Ｎ

78 パウチフィルム ５７×82㎜　１００枚入り 箱 2 （フジプラ）57×82mm（100枚入） （クラウン）CR-LP57-T

79 パウチフィルム
定期券用　６５×９５
mm (20枚入り)

箱 27 （アスカ）ＢＨ－127 （コクヨ）KLM-F6090N－20N　６０×９０㎜

80 パウチフィルム A4 100μm 100枚入り 箱 20 （クラウン）CR-LPA4-T （コクヨ）MSP-F220307N

81 パウチフィルム A3 100μm 100枚入り 箱 10 （クラウン）CR-LPA3-T （コクヨ）MSP-F307430N

82 シャープペンシル ０．５mm 本 441 （パイロット）HRG-10R　0.5㎜ （三菱鉛筆）M5-100.24

83 シャープペンシル ０．３mm　（製図用） 本 75 （ぺんてる）PG1003　0.3㎜

84 シャープペンシル替え芯 ０．５mmＨＢ 個 43 （パイロット）HRF5E-20-HB　0.5㎜ （三菱鉛筆）U05202NDHB 0.5㎜

85 シャープペンシル替え芯 ０．５mm２Ｂ 個 68 （パイロット）HRF5E-20-2B　0.5㎜ （三菱鉛筆）U05202ND２B 0.5㎜

86 シャープペンシル替え芯 ０．５mmＢ 個 58 （パイロット）HRF5E-20-B　0.5㎜ （三菱鉛筆）U05202NDB 0.5㎜

87 シャープペンシル替え芯 ０．３mm２Ｂ 個 66 （ぺんてる）C253-2B　0.3㎜ （三菱鉛筆）U03202ND2B 0.3㎜

88 ボールペン 黒 本 363 （パイロット）BEGP-10R　（黒） （三菱鉛筆）SN10005　黒

89 ボールペン 赤 本 211 （パイロット）BEGP-10R　（赤） （三菱鉛筆）SN10005　赤

90 ボールペン 青 本 134 （パイロット）BEGP-10R　（青） （三菱鉛筆）SN10005　青

91 ボールペン ０．３mm　黒 本 243 （パイロット）LGK-10UF　黒（0.38㎜） （三菱鉛筆）SXN15038.24 0.38㎜

92 ３色ボールペン 黒・赤・青 本 367 （パイロット）BKFL-30F-NC（黒・赤・青） （三菱鉛筆）SXE-400-0.7T

93 サインペン ０．２mm　黒　ピグマ 本 82 （サクラパレス）ＥＳＤＫ02＃49

94 サインペン ０．２mm　赤　ピグマ 本 67 （サクラパレス）ＥＳＤＫ02＃19

95 サインペン 黒 本 82 （ぺんてる）S520AD

96 サインペン 赤 本 56 （ぺんてる）S520BD

97 マジックインク 黒（極細・細） 本 138 （パイロット）MEF-12EU-B （三菱鉛筆）PM120T.24

98 マジックインク 黒（細・太） 本 93 （パイロット）MFN-15FB-B （三菱鉛筆）PM150TR.24

99 マジックインク 赤（極細・細） 本 66 （パイロット）MEF-12EU-R （三菱鉛筆）PM120T.15

100 マジックインク 赤（細・太） 本 63 （パイロット）MFN-15FB-R （三菱鉛筆）PM150TR.15

101 蛍光ペン 黄 本 510 （パイロット）SGFR-10SL-Y （ゼブラ）WKCR1-Y

102 蛍光ペン 桃 本 165 （パイロット）SGFR-10SL-P （ゼブラ）WKCR1-P

103 蛍光ペン 橙 本 168 （パイロット）SGFR-10SL-O （ゼブラ）WKCR1-OR

104 蛍光ペン 緑 本 112 （パイロット）SGFR-10SL-G （ゼブラ）WKCR1-G

105 蛍光ペン 空色 本 95 （パイロット）SGFR-10SL-L （ゼブラ）WKCR1-BL

106 蛍光ペン ３色 セット 33 （パイロット）SFL-30SL-3C （ゼブラ）WKCR1-3C

107 蛍光ペン ５色 セット 46 （パイロット）SGFR-50SL-5C （ゼブラ）WKCR1-4C

108 鉛筆 ＨＢ 本 75 （三菱）9800EW-HB （トンボ鉛筆）LA-KEAHB

109 鉛筆 ２Ｂ 本 102 （三菱）9800EW-２B （トンボ鉛筆）LA-KEA2B

110 鉛筆 Ｂ 本 53 （三菱）9800EW－B （トンボ鉛筆）LA-KEAB

111 ２色鉛筆 朱・藍 本 101 （三菱）2667EW （トンボ鉛筆）CV-REAVP

112 単色鉛筆 赤 本 16 （三菱）No,880（赤） （トンボ鉛筆）1500-25

113 単色鉛筆 黄 本 1 （三菱）No,880（黄） （トンボ鉛筆）1500-03

114 消しゴム 小 個 381 （パイロット）ER-F6 （ぺんてる）ZEAH06

115 砂消しゴム 鉛筆タイプ 本 99 （ＳＴＡＥＤＴＬＥＲ）526-61 （ぺんてる）XZE33-N

116 砂消しゴム 鉛筆タイプ ハケ付 本 8 （ＳＴＡＥＤＴＬＥＲ）526-61

117 修正ペン 個 52 （ぺんてる）ＸＥＺＬ21－Ｗ （ぺんてる）XEZL２１-EW

118 修正液 個 16 （ぺんてる）ＸＥＺＬ1－Ｗ （ぺんてる）XEZL31-W

119 修正テープ 使い捨て 個 148 （トンボ鉛筆）CT-CC５ （トンボ鉛筆）CT-CC５C４０

120 ダブルクリップ 超特大 箱 24 （ライオン）No,260 （コクヨ）クリ－３１

121 ダブルクリップ 特大 箱 26 （ライオン）No,200 （コクヨ）クリ－３２

122 ダブルクリップ 大 箱 71 （ライオン）No,155 （コクヨ）クリ－３３

123 ダブルクリップ 中 箱 90 （ライオン）No,111 （コクヨ）クリ－３４

124 ダブルクリップ 小 箱 154 （ライオン）No,107 （コクヨ）クリ－３５

125 ダブルクリップ 豆 箱 298 （ライオン）No,105 （コクヨ）クリ－３６

126 マグネットクリップ 超特大 個 38 （コクヨ）クリ－61Ｎ （レイメイ藤井）5JB

127 マグネットクリップ 特大 個 45 （コクヨ）クリ－62Ｎ （レイメイ藤井）4LLB

128 マグネットクリップ 大 個 67 （コクヨ）クリ－63Ｎ （レイメイ藤井）3LB

129 マグネットクリップ 中 個 66 （コクヨ）クリ－64Ｎ （レイメイ藤井）2MB

130 マグネットクリップ 小 個 68 （コクヨ）クリ－65Ｎ （レイメイ藤井）1SB



№ 品　　　目 規格 単位 予定数量 参考品番

131 カラーマグネット 幅４０mm 個 37 （コクヨ）マク－４０ＮＢ （クラウン)CR-MG40-BKL

132 マグネットバー 幅２００mm 個 54 （コクヨ）マク-20１-NＢ （クラウン)CR-MG２００-BL

133 マグネットフック 個 46 （コクヨ）フク－215NW 

134 ゼムクリップ 大　（100本入） 箱 107 （ライオン）N0,11-100（1000本入） （コクヨ）クリ－１－１（１００本入）

135 ゼムクリップ 小　(100本入) 箱 185 （ライオン）No,13-100（1000本入） （コクヨ）クリ－３－１（１００本入）

136 ガチャック Ｌ 個 25 （三菱）DCL-L （オート）GL-600

137 ガチャック Ｍ 個 27 （三菱）DCL-M （オート）GS-500

138 ガチャック Ｓ 個 27 （オート）GM-400 （オート）GM-400

139 ガチャック替玉 Ｌ 箱 21 （三菱）DCLS-L50 （オート）GGL-6

140 ガチャック替玉 Ｍ 箱 25 （三菱）DCLS-M50 （オート）GGL-5

141 ガチャック替玉 Ｓ 箱 21 （オート）ＧGM-4　５０入 （オート）GGL-4

142 ホッチキス １０号 個 69 （コクヨ）SL-MS83B （マックス）HD-10DFⅡ　青

143 ホッチキス針 １０号(1000本入) 箱 217 （ライオン）No,10（1000本入） （マックス）№10-1M

144 ホッチキス針 １０号 1000本×20箱 セット 43 （ライオン）No,10 1000本入×20箱

145 ホッチキス針 電子ホッチキス用　5000本入り個 37 （マックス）No.50FE

149 リムーバー １０号用 本 29 （コクヨ）SL-R10W （マックス）RZ-FE

150 ２穴パンチ（小型） PPC用紙（１０枚） 個 19 （ライオン）No.32

151 ２穴パンチ PPC用紙（４５枚） 台 16 （ライオン）No,50N （マックス）DP-45

152 ２穴パンチ PPC用紙（５５枚） 台 9 （ライオン）No,150N （カール）SD-８８－B

153 千枚通し 個 10 （クラウン）65139　ST1-190 （木村刃物）ST1-190 穴なし

154 綴り紐 セルチップ パック 4 （コクヨ）ツ－１５５ （クラウン）CR-HM15-B 60㎝

155 カッター 大 本 37 （NT）L-500 （オルファ）１１BS

156 カッター 小 本 59 （NT）eA-300 （オルファ）２BS

157 カッター替刃 大 個 19 （コクヨ）HA-200B （オルファ）LB10K

158 カッター替刃 小 個 22 （コクヨ）HA-100S （オルファ）SB10K

159 はさみ 丁 97 （ライオン）CS-155H （長谷川刃物）EP-175F

160 インデックス 大　赤 袋 65 （コクヨ）タ－Ｅ22Ｒ

161 インデックス 中　赤 袋 216 （コクヨ）タ－Ｅ21Ｒ

162 インデックス 小　赤 袋 103 （コクヨ）タ－Ｅ20Ｒ

163 インデックス 大　青 袋 100 （コクヨ）タ－Ｅ22Ｂ

164 インデックス 中　青 袋 300 （コクヨ）タ－Ｅ21Ｂ

165 インデックス 小　青 袋 156 （コクヨ）タ－Ｅ20Ｂ

166 インデックス 大　赤（保護フィルム付） 袋 65 （コクヨ）タ－122Ｒ

167 インデックス 中　赤（保護フィルム付） 袋 89 （コクヨ）タ－121Ｒ

168 インデックス 小　赤（保護フィルム付） 袋 70 （コクヨ）タ－120Ｒ

169 インデックス 大　青（保護フィルム付） 袋 78 （コクヨ）タ－122Ｂ

170 インデックス 中　青（保護フィルム付） 袋 100 （コクヨ）タ－121Ｂ

171 インデックス 小　青（保護フィルム付） 袋 101 （コクヨ）タ－120Ｂ

172
タイトルブレーンイン
クリボンカセット

黒 個 92 （コクヨ）NS-TBR1D

173 パンチラベル 袋 146 （ライオン）VP14 （ニチバン）ML-251

174 セロテープ １８mm×３５m、巻芯径７５mm 巻 64 （パイロン）HC-120 （コクヨ）T-SS18N

175 メンディングテープ １２mm  ３M（810-1-12） 巻 41 （コクヨ）T-112 （ジョインテックス）B255J

176 メンディングテープ １８mm　３M（810-1-18） 巻 26 （コクヨ）T-118 （ジョインテックス）B232J

177 メンディングテープ ディスペンサー付　１２mm 個 81 （スコッチ）810-1-12Ｄ （ニチバン）MD－１２

178 メンディングテープ ディスペンサー付　１８mm 個 67 （スコッチ）810-1-18Ｄ （ニチバン）MD－１８

179 布テープ ２５mm×５０m 巻 237 （オカモト）50ｍｍ×25M （セキスイ）N601X03

180 クラフトテープ ５０mm×５０m 巻 67 （オカモト）50ｍｍ×50M （クラウン）CR-KF51-OC

181 ビニールテープ １９mm×１０ｍ 巻 12 （ヤマト）No200-19-5 （ニチバン）VT-195

182 製本テープ 幅２５mm 巻 7 （ニチバン）ＢＫ－256

183 製本テープ 幅５０mm 巻 8 （ニチバン）ＢＫ－506 （コクヨ）T-450ND

184 製本テープ 背貼り製本機（SB-100）用 本 142 （ニチバン）BKR-A4K

185 両面テープ １０mm×２０m 巻 214 （ヤマト）TM-10-20 （ニチバン）NW-10

186 両面テープ １５mm×２０m 巻 190 （ヤマト）TM-15-20 （ニチバン）NW-15

187 両面テープ ２０mm×１０m 巻 127 （ヤマト）TM-20-10 （ニチバン）NW-20

188 接着剤 個 25 （セメダイン）G-17　タ-670 （コニシ）＃１３０２１

189 瞬間接着剤 個 55 （コクヨ）タ－590 （コニシ）＃３１２０４

190 液体のり ５０ml　スポンジヘッド 個 53 （ヤマト）NA－150 （フエキ）GF55140178

191 液体のり 補充用 本 27 （ヤマト）E・NA－９６０ （フエキ）GHE45

192 スティックのり 大 本 140 （ヤマト）YS-35 （トンボ鉛筆）PT-TP

193 スティックのり 中 本 188 （ヤマト）YS-22 （トンボ鉛筆）PT-NP

194 スティックのり 小 本 213 （ヤマト）YS－8 （トンボ鉛筆）PT-GP

195 スプレーのり ４３０ｍｌ  再接着タイプ 本 51 （3M）S/N 55 （プラス）NS-003

196 スプレーブース Ａ４ 個 19 （3Ｍ）BOOTH

197 テープのり 本体 個 70 （コクヨ）タ－Ｍ461Ｎ （プラス）TG-610BC

198 テープのり 詰替カートリッジ 個 103 （コクヨ）タ－461Ｎ （プラス）TG-611BC

199 ナンバーリング用インク 黒 個 0 （マックス）ＮＲ－20 （プラス）IJ-900　黒

200 回転式ゴム印 ４号 個 4 （コクヨ）IS－D4N （サンビー）TKA-D04

201 エンドレススタンプ 数字３号 個 1 （コクヨ）IS－103 （サンビー）EN-S3

202 エンドレススタンプ 数字４号 個 1 （コクヨ）IS－104 （サンビー）EN-S4



№ 品　　　目 規格 単位 予定数量 参考品番

203 エンドレススタンプ 数字５号 個 4 （コクヨ）IS－105 （サンビー）EN-S5

204 スタンプ台 黒 個 19 （コクヨ）IP－612D （三菱鉛筆）HSP２F　黒

205 スタンプ台 赤 個 12 （コクヨ）IP－612R （三菱鉛筆）HSP２F　赤

206 スタンプ台 青 個 1 （コクヨ）IP－612B （三菱鉛筆）HSP２F　青

207 スタンプ台用インク 黒 個 4 （コクヨ）IP－690D （三菱鉛筆）HSS55.24

208 スタンプ台用インク 赤 個 6 （コクヨ）IP－690R （三菱鉛筆）HSS55.15

209 朱肉 ９０号 個 4 （シャチハタ）ＭＧ－90ＥＣシュイロ

210 朱肉 ７５号 個 6 （シャチハタ）ＭＧ－75ＥＣシュイロ （MAX)SA-7504PS

211 朱肉 ６０号 個 12 （シャチハタ）ＭＧ－60ＥＣシュイロ （MAX)SA-6004PS

212 朱肉 ５０号 個 42 （シャチハタ）ＭＧ－50ＥＣシュイロ （MAX)SA-5004PS

213 朱肉 ３０号 個 42 （シャチハタ）ＭＧ－30ＥＣシュイロ （MAX)SA-3004PS

214 朱肉用インク 個 20 （シャチハタ）ＯＱＮ－２８ （MAX)SA-18P

215 印判ブラシ 個 15 （サンビー）ＧＦ－042 （スマートバリュー）B630J

216 直定規 ３０cm 個 51 （ライオン）No10 （井上製作所）RCS-30

217 直定規 １５cm 個 60 （コクヨ）CL-R15 （ライオン）L-5S

218 三角定規 二枚セット セット 5 （コクヨ）GY-GBA210 （井上製作所）ILS S-2181

219 三角スケール １５cm 個 10 （ライオン）No５１３ （ステッドラー）９８７　１５－４

220 メジャー ５．５ｍ 個 23 （ライオン）275-63  ZS19-55BP （KDS)ZS１９－５５BP

221 カッティングマット ４６０×３１０（２つ折り） 枚 25 （コクヨ）マ－45 （ナカバヤシ）CTMO-A3

222 カッティングマット ４５０×３００ 枚 5 （コクヨ）マ－42N （オルファ）１３５B

223 捺印マット ９０×１１０ 枚 22 （コクヨ）ＩＰ－900Ｎ （スマートバリュー）B480J-BK　７５×１００

224 捺印マット ２１０×３００ 枚 16 （コクヨ）ＩＰ－903Ｎ （スマートバリュー）B48１J-BK　１００×２１０

225 ＯＡクリーナー 詰替式 個 115 （プラス）ＯＣ－200 (68-725) （住友スリーエム）OC-80W

226 ＯＡクリーナー 補充用 個 158 （プラス）ＯＣ－230 (68-726) （住友スリーエム）OC-80WR

227 ＵＳＢメモリー ４ＧＢ 個 5 （アドテック）AD-UPTB4G-U2

228 マウスパッド
サンワサプライ（MPD-
EC37BL)

枚 68 （サンワサプライ）MPD-EC37BL （コクヨ）EAM－PD40NTM

229 乾電池 単１アルカリ (2ヶ入) 個 118 （三菱電機）LR20GH-2S （パナソニック）LR20XJ

230 乾電池 単２アルカリ (2ヶ入） 個 192 （三菱電機）LR14GH-2S （パナソニック）LR14XJ

231 乾電池 単３アルカリ (2ヶ入） 個 395 （三菱電機）LR6GH-2BP （パナソニック）LR6XJ

232 乾電池 単４アルカリ(2ヶ入） 個 245 （三菱電機）LR03GH-2BP （パナソニック）LR03XJ

233 リチウムコイン電池 CR-2025 個 32 （パナソニック）CR2025P

234 テプラテープ ６mm白 個 62 （キングジム）ＳＳ6Ｋ

235 テプラテープ ９mm白 個 60 （キングジム）ＳＳ9Ｋ

236 テプラテープ １２mm白 個 158 （キングジム）ＳＳ12Ｋ

237 テプラテープ １８mm白 個 72 （キングジム）ＳＳ18Ｋ

238 テプラテープ ２４mm白 個 69 （キングジム）ＳＳ24Ｋ

239 テプラテープ ３６mm白 個 36 （キングジム）ＳＳ36Ｋ

240 テプラテープ ６mm透明 個 99 （キングジム）ＳＴ6Ｋ

241 テプラテープ ９mm透明 個 79 （キングジム）ＳＴ9Ｋ

242 テプラテープ １２mm透明 個 42 （キングジム）ＳＴ12Ｋ

243 テプラテープ １８mm透明 個 33 （キングジム）ＳＴ18Ｋ

244 テプラテープ ２４mm透明 個 34 （キングジム）ＳＴ24Ｋ

245 ビニール紐 ４００m 玉 17 （コクヨ）ホヒ－11NW （三友産業）HR-117

246 輪ゴム 特大 箱 11 （共和）ＧＮ－206

247 ラッカースプレー 赤 本 55 （シントーファミリー）

248 ラッカースプレー 青 本 6 （シントーファミリー）

249 軍手 双 903 （アトム）4989 （ミタニ）２３００２７

250 指サック Ｌ 袋 52 （コクヨ）メク－522TB

251 指サック Ｍ 袋 73 （コクヨ）メク－521TB

252 メクール Ｍ 個 29 （ヤマト）ＮＳ－201 （コクヨ）メク-50N

253 白二重封筒
長３　120×235mm　透け
ないタイプ　〒枠なし

枚 615 （オキナ）Ｊ631

254 ひもつき封筒 角０ 枚 618 （ツバメ） （管公工業）ホ１５９

255 ひもつき封筒 角２ 枚 821 （ツバメ） （管公工業）ホ１５８

256 エアメール １０．５cm×２３．５cm 枚 18 （うずまき）ヨ441

257 電卓 個 50 （シャープ）EL-N732K （キャノン）LS-122TUG

258 関数電卓
日本語表示対応／数
学自然表示／9メモリ ５
００関数・機能以上

個 9 （ＣＡＳＩＯ）ＦＸ－ＪＰ５００

259 ブックエンド 鋼版 組 82 （ライオン）№９　２２３－７０ （クラウン）CR-BE３０-BE

260 ＳＤＨＣメモリーカード 32ＧＢ 個 4 （ソニー）ＳＦ３２ＵＸ２」 （パナソニック）RP-SDUC32GJK
261 DVD-R 4.7GB　２０枚入り パック 17 （三菱化学）DHR47JPP10×2 （三菱化学）DHR47JP10V1×2

262 CD－R ７００ＭＢ　２０枚入り パック 83 （三菱化学）SR80PP10×2 （マクセル）DR47WPD．S1P10SA×２

263 ＣＤポケット
２穴／６枚収容／縦３０
０、横２３０／材質：ＰＰ

枚 105 （コクヨ）ＥＤＢ－Ａ２７５ （プラス）ＲＥ－１４１ＣＤ　

264 トイレットペーパー
長さ110ｍ×幅110mm
1袋６ロール　シングル

袋 1,517 （昭和製紙）KING110 ※沖縄県産

265 ボンド ５０㌘　木工用 本 26 （コクヨ）タ－F551 （セメダイン）CA-２３６

266 ダンボール箱 Ｈ29×W45×D32㎝程度 枚 1,217


