
支担官第５７０号 

令和２年１２月１８日 

                                 支出負担行為担当官 

                                 防衛省大臣官房会計課 

                                 会計管理官 杉山 浩 

 

   公    告 

 

下記により入札を実施するので参加されたい。 

 

記 

 

１．入札に付する事項 

調達番号 件    名 規格等 納入場所 納入期限 摘 要 

情－Ａ－０１０、 

情－Ｂ－０２４、 

Ｘ－１２５ 

携帯情報端末外14件 仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和3年2月26日  

 

２．入札方式  一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件） 

 

３．入札日時  令和３年１月１９日（火）１１：００ 

 

４．入札場所  防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室 

 

５．参加資格 （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）令和 01・02・03 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・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 

              （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．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 10％に相当する額を加算した額（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、消費税等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１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

７．入札保証金及び契約保証金  免 除 

 

８．入札の無効  ５の参加資格のな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。 

 

９．契約書作成の要否    要 

 

10．適用する契約条項  一般契約条項 

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 

11．そ の 他        

 （１）入札案内及び仕様書等受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。 

（２）同等品申請をされる場合は令和３年１月１３日（水）１２：００までに下記担当者まで２部提出すること。 

 （３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむ 

を得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 

（４）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.geps.go.jp/）を利用した応札及び入開札手続に

より実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可と

するが、郵便入札については、令和３年１月１８日（月）までに、下記担当者必着分を有効とする。 

（５）入札案内（仕様書）の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟 10 階）※顔写真付の身分証明書を持参すること。 

受付時間 ９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く） 

防衛省大臣官房会計課契約係 小澤 健一 電話 03-3268-3111 内線 20824 



調達品目表 

調達要求番号 情-A-010、情-B-024、X-125 作 成 課 整備計画局施設計画課 

調達要求年月日 令和２年１２月１５日 作成年月日 令和２年１２月７日 

仕 様 書 番 号  

1 調達品目 

 調達品目は表１による。 

表１－調達品目 

番号 品名 カタログ製品名 a) 数量 

1 
携帯情報端末 （株）Panasonic FZ-G1W3051VJ， 

（株）富士通 ARROWSTabQ5010／DB 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。 

27 個 

2 
キーボード・マウス サンワサプライ（株）SKB-WL24SETBK， 

エレコム（株）TK-FDM110MBK 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

1 個 

3 
スタンド （株）Panasonic  FZ-VEBG11AU， 

エレコム（株）TB-DSDRAWBK 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

1 個 

4 

タブレット端末用カ

バー・ショルダー 

（株）富士通 FMV-STR05 及び FMV-NCS71， 

サンワサプライ（株）PDA-TABF7， 

エレコム（株）TB-02WPSBK， 

（株）Panasonic CF-SYU14021， 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

27 台 

5 
アプリケーション 日本マイクロソフトマイクロソフト 

オフィス 2019 スタンダード Government OLP 1 License 

NoLebel 永続ライセンス付 

27 本 

6 
ＵＳＢメモリ （株）アイ・オー・データ U3-AL32GR/DS， 

サンワサプライ（株）UFD-3AT32GSV 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

27 個 

7 
懐中電灯 ジェントス（株） MG MG-832D， 

（株）ﾔｻﾞﾜｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ GlanzW L7GAZ2807BK 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

10 個 

8 
乾電池（単３形） （株）東芝 LR6L 20MP， 

三菱電機（株） LR6GD/20CS 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

40 袋 

9 
乾電池（単４形） （株）東芝 LR03L 10MP， 

（株）富士通 LR03FL(10S) 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

40 袋 

10 
非常用携行食 ﾎﾘｶﾌｰｽﾞ（株） ﾚｽｷｭｰﾌｰｽﾞ 1 食ﾎﾞｯｸｽ 3 種詰め合わせ， 

（株）武蔵富装 防災あつあつｾｯﾄ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

42 個 

11 
デジタル酸素濃度計 理研計器（株） ポータブル酸素モニター OX-08， 

新コスモス電機（株） デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡsA 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

2 台 

12 ＤＭ用ピンポール （株）マイゾックス DMP-9MINI 1 個 

13 
軽量木製三脚補修部

品（レベル用レール） 

（株）マイゾックス レベル用レール 部品ｺｰﾄﾞ:702415 
1 個 

 



調達品目表（続き） 

表１－調達品目（続き） 

番号 品名 カタログ製品名 a) 数量 

14 

軽量木製三脚補修部

品（新ＴＯＰ定芯桿セ

ットレベル用） 

（株）マイゾックス 

新ＴＯＰ定芯桿セットレベル用 部品ｺｰﾄﾞ:702417 
1 個 

15 
空気清浄機 シャープ（株）KC-L50， 

ダイキン工業（株） MCK70X 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

1 個 

 

2 構成 

2.1 タブレット端末 

名称 数量 
規格など 

（株）Panasonic （株）富士通 

本体 20 （FZ-G1W3051VJ） （ARROWS TabQ5010／DB） 

スタイラスペン 20 本体標準機能 本体標準機能 

Web カメラ 20 本体標準機能 本体標準機能 

オーディオ機能 20 本体標準機能 本体標準機能 

無線ＬＡＮ 20 本体標準機能 本体標準機能 

2.2 デジタル酸素濃度計 

名称 数量 
規格など 

理研計器（株） 新コスモス電機（株） 

本体 2 OX-08 XO-326ⅡsA 

トランスケース 2 OX-08 用付属品 XO-326ⅡsA 用付属品 

保護フィルム 20 OX-08 用付属品 XO-326ⅡsA 用付属品 

 

3 性能等 

 同等と判断する基準は，次による。 

3.1 携帯情報端末（タブレット端末） 

a) ＯＳは Windows10Pro（64bit）であるものとする。 

b) ＣＰＵは２コア／４スレッド以上の性能であるものとする。 

c) 搭載メモリの容量は８ＧＢ以上であるものとする。 

d) 外部記憶装置は１２８ＧＢ以上の性能であるものとする。 

e) バッテリの駆動時間は約１０時間程度であるものとする。 

f) ディスプレイの大きさは１０．１型程度であるものとする。 

g) 防水等の能力はＩＰＸ４相当であるものとする。 

3.2 キーボード 

a) 3.1 のタブレット端末に取付、無線接続できること（キーボードと１つのレシーバで動作すること） 

 



調達品目表（続き） 

3.3 スタンド 

a) 3.1 のタブレット端末に取付、立て掛けができること 

3.4 タブレット端末用カバー・ショルダー 

a) 3.1 タブレット端末に取付及び使用できること。 

3.5 ＵＳＢメモリ 

a) 接続方式は USB3.0 Type-A であること。 

b) 記憶容量は８ＧＢ以上であること。 

3.6 懐中電灯 

a) IPX6 以上の防水性能を持つものとする。 

b) 単三電池２本で使用できるものとする。 

c) 明るさが２５０ルーメン以上であること 

3.7 乾電池（単３型） 

a) 単三形のアルカリ電池であること。 

b) １袋２０本入りであるものとする。 

3.8 乾電池（単４型） 

a) 単四形のアルカリ電池であること。 

b) １袋１０本入りであるものとする。 

3.9 非常用携行食 

a) １日分（３食分）の食糧が収容されていること 

b) 賞味期限が２８ヶ月以上であること 

3.10 デジタル酸素濃度計 

a) 投込式ポータブル型酸素測定器であること 

b) 検知範囲が０～４０．０％であること 

c) 防爆構造であること 

d) ２段警報であること 

3.11 空気清浄器 

a)  空気清浄適用床面積が２３畳程度であること。 

b) 除菌、脱臭が可能であること。 

c) 重量が 10 ㎏以下であること。 

 

4 性能，機能以外の要件 

4.1 納期 

 令和３年２月２６日（金） 

4.2 その他 

 本調達の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、納入物品について、情

報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）が潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざ

る変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。 

 

 


