
支担官第５８３号 

令和３年１月１２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 印 省 略） 

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 

広－Ａ－００４ 

広－Ｂ－０１２ 

超軽量フェイスシール

ド外２５件 
仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和3年3月19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２月１日（月）１１：１５ 

 

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２０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２９日（金）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 木村 真由子 電話 03-3268-3111 内線 20823 



広－Ａ－００４，広－Ｂ－０１２
作成
部署

番号 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

1
超軽量フェイス
シールド

日本特装（株） 超軽量フェイスシールド NT-YF800S
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

50 枚 a)

2
礼装用手袋
（Ｍサイズ）

ウインセス（株）礼装用手袋3005 Ｍサイズ，
おたふく手袋（株）礼装用手袋545 Ｍサイズ
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

36 双 a)

3
礼装用手袋
（Ｌサイズ）

ウインセス（株）礼装用手袋3005 Ｌサイズ，
おたふく手袋（株）礼装用手袋545 Ｌサイズ
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

36 双 a)

4
使い捨てゴム
手袋（Ｍサイ
ズ）

オカモト（株）ピッタリゴム手袋（100枚入り） NO.310-M，
（株）ダンロップホームプロダクツ　粉なし天然ゴム極うす手袋（100枚入り） 型番：7557
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

10 箱 a)

5
使い捨てゴム
手袋（Ｌサイ
ズ）

オカモト（株）ピッタリゴム手袋（100枚入り） NO.310-L，
（株）ダンロップホームプロダクツ　粉なし天然ゴム極うす手袋（100枚入り） 型番：7558
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

10 箱 a)

6
除菌アルコー
ルシート（本
体）

大王製紙（株）エリエール　除菌できるアルコールタオルウイルス除去用（本体），
日本製紙クレシア（株）スコッティ　ウェットティシュー　除菌アルコールタイプ（本体）
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

10 個 a)

7
除菌アルコー
ルシート（詰
め替え用）

大王製紙（株）エリエール　除菌できるアルコールタオルウイルス除去用（詰替），
日本製紙クレシア（株）スコッティ　ウェットティシュー　除菌アルコールタイプ（詰替）
又は同等以上のもの（他社製品を含む。）

300 個 a)

8
トイレ用除菌
シート（詰め替え
用）

花王（株）トイレクイックル（詰め替え用），
大王製紙（株）エリエール　キレキラ！ トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート（詰替用）
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

200 個 a)

9
自動手指消毒
器

（株）キングジム 自動手指消毒器　AL10
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

10 台 a)

10 手指消毒剤
古河薬品工業（株）　アルコール除菌剤E70 ４L　17-422，
日本エコトライブ（株）　POWERTECT食品添加物アルコール製剤4L
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

30 本 a)

11 レジ袋
（株）MonotaRO レジ袋 乳白色18449577，
（株）シモジマ　レジ袋（半透明）006903512
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

10 包 a)

12
ワイヤレスア
ンプ

（株）JVCケンウッド ポータブルワイヤレスアンプ　PE-W51SB-M，
TOA（株）　ワイヤレスアンプセット WA-TR28
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 a)

13 ブロワ
（株）マキタ 充電式ブロワ　MUB362DPG2，
工機ホールディングス（株） コードレスブロワ　RB36DA-2XP
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 a)

14
ブロワ用電池
パック

（株）マキタ バッテリ BL1860B，
工機ホールディングス（株）リチウムイオン電池　BSL36A18
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個 a)

15 コードリール
トラスコ中山（株）　屋外型コードリール TBE-30KC，
（株）ハタヤリミテッド シンタイガーレインボーリール　BA-30K
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 a)

16 ちりとり
山﨑産業（株） 鉄道ちりとり　C309-000X-MB，
（株）テラモト ＭＭ鉄道チリトリ　DP-890-100-0
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 a)

17
虫よけスプ
レー

ジョンソン（株）　スキンガード250ml，
フマキラー（株）　天使のスキンベープ200ml
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

20 本 a)

18 ラミネーター
トラスコ中山（株）　ラミネーター TLA-A3，
（株）アスカ ４ローラーラミネーター　L409A3
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 a)

調達要求番号 大臣官房広報課

調　達　品　目　表



広－Ａ－００４，広－Ｂ－０１２
作成
部署

番号 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号 大臣官房広報課

調　達　品　目　表

19
ラミネート
フィルム（Ａ
３）

トラスコ中山（株）ラミネートフィルム LFM-A3-100，
アイリスオーヤマ（株）ラミネートフィルム　LZ-A3100
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

1 箱 a)

20
超強力両面
テープ

エーモン工業（株）超強力両面テープ　3929，
（株）ニトムズ 超強力両面テープ　T4613
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 a)

21
カートリッジ
セット（１２
ｍｍ）

（株）キングジム PROテープカートリッジベーシックパック　SC126T 3 個

22
カートリッジ
セット（１８
ｍｍ）

（株）キングジム PROテープカートリッジベーシックパック　SC186T 3 個

23 はがき用紙
コクヨ（株）カラーレーザー＆インクジェット用はがきサイズ用紙〒枠無 LBP-F3635（100枚入り），
サンワサプライ（株）マルチはがきサイズカード JP-MT01HKN-1(100枚入り)
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

80 袋 a)

24 はがき用紙
コクヨ（株）カラーレーザー＆インクジェット用はがきサイズ用紙〒枠有 LBP-F2635（100枚入り），
プラス（株）インクジェット用紙マットはがきIT-100P-MC（100枚入り）
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

160 袋 a)

25
子供用ヘル
メット

ミドリ安全（株）防災こども用ヘルメット SC-LMK RAS KP（イエロー），
（株）トーヨーセーフティ 児童用防災ヘルメットNo.111F-OT（うす黄）
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 a)

26
サインスタン
ド

サインキングダム ポンプ台スタンド　aps-t1160，
常盤精工　テーブル付きサインスタンド LTSSAC-A4T
又は同等品以上のもの（他社の製品を含む。）

3 台 a)

納入場所
東京都新宿区市谷本村町5-1
市ヶ谷記念館（防衛省大臣官房広報課）

納期
令和３年３月１９日（金）

注a）この調達品目表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。


