
支担官第５８６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 

情－Ａ－０１２ 

情－Ｂ－０２７ 

情－Ｂ－装－００

９ 

データカートリッジ外

２９件 
仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和3年3月30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５日（金）１０：３０ 

 

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２７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２月４日（木）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 



情－Ａ－０１２、情－Ｂ－０２７、情－Ｂ－装-００９
作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

1
データカート
リッジ

DELL LTO Ultrium 6 データカートリッジ 03W22T 60 個

2
カートリッジ
ラベル

DELL LT06　テープメディアラベル (番号指定:401～600)，
LTO Ultrium 6 データカートリッジ用バーコードラベル LT-
T6
 (文字:水平/上、番号指定:401～600)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 式 a)

3
Lightningケー
ブル－Digital
AV アダプタ

アップル MD826AM/A
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 個 a)

4
Lightningケー
ブル－VGA（D-
sub　15ピン）

アップル MD825AM/A
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 a)

5 外付けマイク
サンワサプライ(株)　MM-MC23
又はオーディオテクニカ(株)　AT9922PC
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個 a)

6
オーディオ変
換ケーブル

サンワサプライ（株）MM-AD23
又はエレコム（株） AV-35AD02BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個 a)

7
モニタ（40イ
ンチ）

(株)アイ・オーデータ機器 EX-LD4K432DB
又はNEC(株)　LCD-E437Q
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 a)

8 イヤホン
サンワサプライ(株)　MM-HP117BK
又はエレコム(株)　EHP-F12CABK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 a)

9 ケーブルタイ
エレコム(株)　LD-MT1BK3（３本）
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

25 袋
a)，合計で75本以
上であること。

10 wi-fiルータ
富士ソフト(株)　＋F　FS030W
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

10 個 a)

11 ヘッドセット
エレコム(株) HS-HP21UBK
又はサンワサプライ(株)　MM-HSU12BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 a)

12

ＰＲＯテープ
カートリッジ
ケーブル表示
ラベル

(株)キングジム SV24KN 2 個

13 スチール台車
金沢車両　NHT-301S
又は石川製作所　IK-WD-300
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 a)

14 集音マイク
サンワサプライ(株)　MM-MCU05BK
又はオーディオテクニカ(株)　AT2020USB+
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 個 a)

15 充電器
サンワサプライ(株)　ACA-IP52W
又はバッファロー(株)　BSIPA02BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 a)

16 3in1ケーブル
サンワサプライ(株)　500-IPLMM020
又はエレコム(株)　MPA-FAMBLC10CWH
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 本 a)

17
USB延長ケーブ
ル

エレコム(株)　USB2-EXA50
又はサンワサプライ(株)　KU-EN5K
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 本 a)

18
LANケーブル延
長コネクタ

エレコム(株)　LD-RJ45JJ5Y2又は
サンワサプライ(株)　ADT-EX-5EK
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

20 個 a)

調　達　品　目　表

調達要求番号 整備計画局情報通信課



情－Ａ－０１２、情－Ｂ－０２７、情－Ｂ－装-００９
作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調　達　品　目　表

調達要求番号 整備計画局情報通信課

19
マイクロHDMI
変換アダプタ

サンワサプライ(株)　AD-HD18VGA
又はエレコム(株)　TB-MHDHDVGABK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 a)

20
LANケーブル
(30m)

エレコム(株) LD-CTT/WH30/RS
又は富士電線　4TPCC6-B30B-P　白
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

65 本 a)

21
LANケーブル
(15m)

エレコム(株) LD-CTT/WH15/RS
又は富士電線　4TPCC6-B15B-P　白
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

30 本 a)

22
LANケーブル
(10m)

エレコム(株) LD-CTT/WH10/RS
又は富士電線　4TPCC6-B10B-P　白
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

50 本 a)

23 ＰＣロッカー
プラス　PC2L-210D　W4
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

1 台 a)

24
タブレット用
ヘッドセット

エレコム(株)　HS-HP22TBK
又はサンワサプライ(株)　MM-HS526TAB
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

10 個 a)

25 Wi-fiルータ
Aterm　MR05LN
又は富士ソフト(株)　+F　FS040W
又は同等以上のもの （他社の製品を含む。）

51 個 a)

26
タブレット用
ケース

バッファロー(株)　BSIPD1709CLFBK
又はエレコム(株) TB-A179360BK
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 a)

27
チャック付き
袋

伊藤忠ﾘｰﾃｲﾙﾘﾝｸ　ﾁｬｯｸ袋マット印刷付　IRLM-ZBM8，
セイニチ ユニパック MARK-8H
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 袋 a)

28
チャック付き
袋

アズワン　チャック付袋　CB100140，
セイニチ ユニパックE-4
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 袋 a)

29
クリアフォル
ダ

ｱｽｸﾙ　ｸﾘｱ-ﾎﾙﾀﾞｰ　A4 2折り　ｻｲﾄﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ付きファイル
89620
ニックス インデックス付クリアホルダー MS-ICH-WA4
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

100 枚 a)

30
キーホルダー
名札

コクヨ　キーホルダー型名札　6色セット　ナフ-S200
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 袋 a)

※納入場所
　東京都新宿区市谷本村町5-1　68号館2階
　防衛省整備計画局情報通信課情報化推進室

　納期
　令和３年３月３０日（火）

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。

・　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。

※　特別な要求


