
Ｏ　Ｃ　第101号

　をした者を契約相手方とします。

３　件名等

件　名 ＯＡタップほか17件

規　格 別添見積書参照

数　量 別添見積書参照

納期（履行期限） 令和4年12月22日

納地（履行場所） 情報本部（市ヶ谷）

添付書類 参考見積書、見積書、同等品申請書

同等品審査申請書
提出期限

令和4年10月14日（金）12時00分

参考見積書提出期限 令和4年10月21日（金）10時00分

見積書提出期限 令和4年10月21日（金）10時00分

防衛省競争参加資格 物品の販売等「Ｄ」等級以上　全国

決定方式 総価

４　防衛省競争参加資格について全省庁統一資格を有しない場合は、防衛省、他省庁
　又は自治体との契約実績など過去の実績等により十分な履行能力が証明できる者で、
　契約担当官等から参加が認められた者に限る。

５　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
　　防衛省情報本部ホームページ(https://www.mod.go.jp/dih/service.html)
　　〒162-8806　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　　　　　　　防衛省情報本部総務部会計課（担当：金井（かない））
　　　　　　　　電話：03-3268-3111(内線31752)　直通ＦＡＸ:03-5225-9641　

　をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込み

令和4年10月6日

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要領(https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf)

　に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書を持って申し込み



住 　 所 

会 社 名 

代表者名 

印

（税抜）

単位 数量 単　価 金　　額 備　　考

納期：

※　見積価格は、（税込・ 税 抜 ）の価格で計上

見　積　書

令和　　　　年　　　　月　　　　日
支出負担行為担当官

防 衛 省 情 報 本 部

総 務 部 長 　伊　藤　　敬　信　　殿

内　　　　　訳

品　　　　名 規　　　格

ＯＡタップほか17件 別紙内訳書のとおり

情報本部（市ヶ谷）

・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

合　　　　計

令和4年12月22日 納地：



別紙

番号 品　　　名 規　　　格 単位 数量 単　価 金　額 備　考

1 ＯＡタップ
朝日電器 耐雷・回転式ﾀｯﾌﾟ<7個口> WBS-SL702SB(W) 又は ｴﾚ
ｺﾑ ﾀﾞﾌﾞﾙ回転ﾀｯﾌﾟ7個口ほこりｼｬｯﾀｰ付 ECT-0520BK 又は 同等
以上のもの(他社の製品を含む)

個 3

2 コンセントタップ
朝日電器 ｽﾍﾟｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ A-37H(W)×30 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｽﾍﾟｰｽｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ- TAP-B55(2個入)×15 又は 同等以上のもの(他社の製
品を含む)

セット 1

3 ＬＡＮケーブル
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｶﾃｺﾞﾘ6A LANｹｰﾌﾞﾙ KB-T6ATS-15BL 又は ｴﾚｺﾑ ｶﾃｺﾞ
ﾘｰ6A対応LANｹｰﾌﾞﾙ LD-GPA/BU15 又は 同等以上のもの(他社の
製品を含む)

個 35

4 ＨＤＭＩ変換アダプタ
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ HDMIﾒｽ-ﾒｽHDMI中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-HD08ENK 又は ｴﾚｺﾑ
HDMI延長ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-HDAAS01BK 又は 同等以上のもの(他社の
製品を含む)

個 25

5
DisplayPort変換アダプ
タ

ｴﾚｺﾑ DisplayPort-DVI変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-DPDBK 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ
DisplayPort変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-DPDVA01 又は 同等以上のもの(他
社の製品を含む)

個 20

6 ＵＳＢメモリー
ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ USBﾒﾓﾘｰ RUF3-K32GB-WH 32GB 又は ESSENCORE ｷｬｯﾌﾟ
式USBﾒﾓﾘｰ NEO C20 K032GUSB2-C2 32GB 又は 同等以上のもの
(他社の製品を含む)

個 10

7 テスター
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ LANｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾀｰ LAN-TST6 又は ｴﾚｺﾑ ﾘﾓｰﾄ対応ｹｰﾌﾞﾙﾃ
ｽﾀ LD-RCTEST3 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)

個 1

8 充電器，ＵＳＢ型
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ USB充電器(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ACA-IP86BK ﾌﾞﾗｯｸ 又は ｴﾚ
ｺﾑ USB1ﾎﾟｰﾄAC充電器 AVA-ACUAN007WF 又は 同等以上のもの
(他社の製品を含む)

個 1

9 ＨＤＭＩケーブル
ｴﾚｺﾑ 長尺HDMIｹｰﾌﾞﾙ DH-HDLMN15BK 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ HDMIｹｰﾌﾞﾙ
KM-HD20-APR150L 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)

個 4

10 HDMIケーブル
グリーンハウス　GH-DHD50BK(5m)
又はエレコム　DH-HD14EL50/RS(5m)
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）

本 4

11 LANｹｰﾌﾞﾙ

日本製線　Cat.6U/UTP　4P撚線ｹｰﾌﾞﾙ200m巻(箱)　4P
NSGDT6-PC-B　SB　水色
又は通信興業　CAT6A　UTPｹｰﾌﾞﾙ　200m巻(箱)　TSUNET-10GE
AWG23-4P(LB)　ライトブルー
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

個 1

12 USBポートガード ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　ﾚｯﾄﾞ　SL-46-R 個 2 製品指定

13 USBストッパー ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　5個入　ﾚｯﾄﾞ　SL-46-ROP ﾊﾟｯｸ 2 製品指定

14 USBポートガード ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　ｸﾞﾘｰﾝ　SL-46-G 個 6 製品指定

15 USBストッパー
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　5個入　ｸﾞﾘｰﾝ　SL-46-
GOP

ﾊﾟｯｸ 12 製品指定

16 LANコネクタ

ｴﾚｺﾑ CAT6対応RJ45ｺﾈｸﾀ LD-6RJ45T10　10個入り
又はｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ﾂﾒ折れ防止ｶﾃｺﾞﾘ6 RJ-45ｺﾈｸﾀ ADT-6RJTS-10
10個入り
又は同等以上のもの（他社製品を含む）

ﾊﾟｯｸ ５

17 ハードディスク、内蔵型
ＳＥＡＧＡＴＥ（シーゲイト）
ST2000DM008　内蔵ＨＤＤ　BarraCuda　［3.5インチ/２Ｔ
Ｂ］

個 12 製品指定

18 DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ

BUFFALO DVSM-PTV8U3-BK/N
又は
I/ODATA EX-DVD05LK
又は同等以上のもの（他社製品を含む）

個 1

以下余白

小計

内　　訳　　書



住 　 所 

会 社 名 

代表者名 

印

（税抜）

単位 数量 単　価 金　　額 備　　考

納期：

※　見積価格は、（税込・ 税 抜 ）の価格で計上

情報本部（市ヶ谷）

・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

合　　　　計

令和4年12月22日 納地：

ＯＡタップほか17件 別紙内訳書のとおり

内　　　　　訳

品　　　　名 規　　　格

参　考　見　積　書

令和　　　　年　　　　月　　　　日
支出負担行為担当官

防 衛 省 情 報 本 部

総 務 部 長 　伊　藤　　敬　信　　殿



別紙

番号 品　　　名 規　　　格 単位 数量 単　価 金　額 備　考

1 ＯＡタップ
朝日電器 耐雷・回転式ﾀｯﾌﾟ<7個口> WBS-SL702SB(W) 又は ｴﾚ
ｺﾑ ﾀﾞﾌﾞﾙ回転ﾀｯﾌﾟ7個口ほこりｼｬｯﾀｰ付 ECT-0520BK 又は 同等
以上のもの(他社の製品を含む)

個 3

2 コンセントタップ
朝日電器 ｽﾍﾟｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ A-37H(W)×30 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｽﾍﾟｰｽｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀ- TAP-B55(2個入)×15 又は 同等以上のもの(他社の製
品を含む)

セット 1

3 ＬＡＮケーブル
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ｶﾃｺﾞﾘ6A LANｹｰﾌﾞﾙ KB-T6ATS-15BL 又は ｴﾚｺﾑ ｶﾃｺﾞ
ﾘｰ6A対応LANｹｰﾌﾞﾙ LD-GPA/BU15 又は 同等以上のもの(他社の
製品を含む)

個 35

4 ＨＤＭＩ変換アダプタ
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ HDMIﾒｽ-ﾒｽHDMI中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-HD08ENK 又は ｴﾚｺﾑ
HDMI延長ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-HDAAS01BK 又は 同等以上のもの(他社の
製品を含む)

個 25

5
DisplayPort変換アダプ
タ

ｴﾚｺﾑ DisplayPort-DVI変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-DPDBK 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ
DisplayPort変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ AD-DPDVA01 又は 同等以上のもの(他
社の製品を含む)

個 20

6 ＵＳＢメモリー
ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ USBﾒﾓﾘｰ RUF3-K32GB-WH 32GB 又は ESSENCORE ｷｬｯﾌﾟ
式USBﾒﾓﾘｰ NEO C20 K032GUSB2-C2 32GB 又は 同等以上のもの
(他社の製品を含む)

個 10

7 テスター
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ LANｹｰﾌﾞﾙﾃｽﾀｰ LAN-TST6 又は ｴﾚｺﾑ ﾘﾓｰﾄ対応ｹｰﾌﾞﾙﾃ
ｽﾀ LD-RCTEST3 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)

個 1

8 充電器，ＵＳＢ型
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ USB充電器(ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ) ACA-IP86BK ﾌﾞﾗｯｸ 又は ｴﾚ
ｺﾑ USB1ﾎﾟｰﾄAC充電器 AVA-ACUAN007WF 又は 同等以上のもの
(他社の製品を含む)

個 1

9 ＨＤＭＩケーブル
ｴﾚｺﾑ 長尺HDMIｹｰﾌﾞﾙ DH-HDLMN15BK 又は ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ HDMIｹｰﾌﾞﾙ
KM-HD20-APR150L 又は 同等以上のもの(他社の製品を含む)

個 4

10 HDMIケーブル
グリーンハウス　GH-DHD50BK(5m)
又はエレコム　DH-HD14EL50/RS(5m)
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む）

本 4

11 LANｹｰﾌﾞﾙ

日本製線　Cat.6U/UTP　4P撚線ｹｰﾌﾞﾙ200m巻(箱)　4P
NSGDT6-PC-B　SB　水色
又は通信興業　CAT6A　UTPｹｰﾌﾞﾙ　200m巻(箱)　TSUNET-10GE
AWG23-4P(LB)　ライトブルー
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

個 1

12 USBポートガード ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　ﾚｯﾄﾞ　SL-46-R 個 2 製品指定

13 USBストッパー ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　5個入　ﾚｯﾄﾞ　SL-46-ROP ﾊﾟｯｸ 2 製品指定

14 USBポートガード ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　ｸﾞﾘｰﾝ　SL-46-G 個 6 製品指定

15 USBストッパー
ｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ　SL-46ｼﾘｰｽﾞUSBｺﾈｸﾀ専用　5個入　ｸﾞﾘｰﾝ　SL-46-
GOP

ﾊﾟｯｸ 12 製品指定

16 LANコネクタ

ｴﾚｺﾑ CAT6対応RJ45ｺﾈｸﾀ LD-6RJ45T10　10個入り
又はｻﾝﾜｻﾌﾟﾗｲ ﾂﾒ折れ防止ｶﾃｺﾞﾘ6 RJ-45ｺﾈｸﾀ ADT-6RJTS-10
10個入り
又は同等以上のもの（他社製品を含む）

ﾊﾟｯｸ ５

17 ハードディスク、内蔵型
ＳＥＡＧＡＴＥ（シーゲイト）
ST2000DM008　内蔵ＨＤＤ　BarraCuda　［3.5インチ/２Ｔ
Ｂ］

個 12 製品指定

18 DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ

BUFFALO DVSM-PTV8U3-BK/N
又は
I/ODATA EX-DVD05LK
又は同等以上のもの（他社製品を含む）

個 1

以下余白

小計

内　　訳　　書



令和　　年　　月　　日
防衛省情報本部

　　　　　住所
　　　　　社名
　　　　　代表者名

標記について、下記の物品等を同等品として審査を申請する。

件　　　名： ＯＡタップほか17件
調達要求番号：BP-25D1-412351ほか

№ 要求番号 要求品名 規格 同等品規格 備考

1

2

3

4

5

注：１　同等品審査に時間を要するので、カタログ・関連資料等審査の参考となる資料を

　添付し、余裕をもって支出負担行為担当官に提出されたい。

２　件数が多い場合は、別紙様式にて作成添付とする。

令和　　　年　　　月　　　日

防衛省情報本部
支出負担行為担当官

上記申請について、下記のとおり通知する。

№

1 許可 不許可

2 許可 不許可

3 許可 不許可

4 許可 不許可

5 許可 不許可

上記商品を同等品と審査した。
上記商品を不許可と審査した。

分任物品管理官

調達要求番号

同等品審査申請書

支出負担行為担当官　殿

同等品審査結果通知書

　　　　　　　　　　　　　　　殿

審査結果 不許可の理由等


