
支担官第１２４号 

令和３年６月２８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 

BC-015 

営-I-036 

装-BC-013 

作業用手袋外６１件 仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和３年９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７月１３日（火）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）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和３年７

月６日（火）１２時００分まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出

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７月１２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） 

また、入札案内（仕様書）のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp 

メール件名  ：「件名：○○○」 仕様書送信依頼 

添付ファイル ：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

防衛省大臣官房会計課契約係 村井 萌 電話 03-3268-3111 内線 20814 



No. 品名 カタログ製品名ａ）

1 作業用手袋
・ﾍﾟﾝｷﾞﾝｴｰｽ㈱　PA-2122
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ X-TGRIP-F-M
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 作業用手袋
・ﾍﾟﾝｷﾞﾝｴｰｽ㈱　PA-2123
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ X-TGRIP-F-L
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

3 マット
・ﾐﾂｼﾏ工業㈱　505-0011
・ｴｽｺ　EA911AK-305
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

25m分必要
ﾐﾂｼﾏは1巻
ｴｲｺは5巻

4
六角軸タッピングドリ
ル

・ﾙｺ社　R270015T
・大西工業㈱ NO50-M4×0.7×67
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

5 鋸
・新潟精機㈱　K-120
・角利産業㈱　41320
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

6 電工ハンマー
・㈱ｲﾁﾈﾝMTM　02418
・ﾌｼﾞ矢㈱　HT17P-185
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

7
吸着式圧縮空気除湿装
置用エレメント

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　LSF150B

8
吸着式圧縮空気除湿装
置用エレメント

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　MSF150B

9
吸着式圧縮空気除湿装
置用エレメント

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　DSF150B

10
吸着式圧縮空気除湿装
置用Ｏリング

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　35152209000

11
吸着式圧縮空気除湿装
置用内蔵型オートドレ
ントラップ

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　0A001183010

12
吸着式圧縮空気除湿装
置用内蔵型オートドレ
ントラップ

・ｵﾘｵﾝ機械㈱　Ｏリング　0A001183010専
用品

13
塩素滅菌装置用フィル
ター

・ｾﾞｯﾄ工業㈱ ZW-PP001-250
・ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨﾙﾀｰ工業㈱ DCPP-001-250
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

14
作業用防塵抗菌防臭マ
スク

・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TRCM-L
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

15 ドライ用フィルター ・日立㈱ DRY-FILTER

16 内径レンチ
・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ IPW-10
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

17 内径レンチ
・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ IPW-15
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

18 内径レンチ
・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ IPW-20
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

19 内径レンチ
・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ IPW-25
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

調　達　品　目　表

調達要求番号 作成部署
大臣官房会計課

庁舎管理室

4 本

備考

数量 単位

16 双

1 巻

5 本

5 個

10 本

16

2 本

4 双

1 個

2 個

2 個

5 個

5 個

組

2 枚

1 個

1 個

1 個

1 個



No. 品名 カタログ製品名ａ）

調達要求番号 作成部署
大臣官房会計課

庁舎管理室
備考

数量 単位

20 コーキングガン
・㈱TJMﾃﾞｻﾞｲﾝ CNV-BC
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

21 軸付ブラシ
・㈱ﾕｰｺｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 81-B-9.0
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TB-2101
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

22 軸付ブラシ
・㈱ﾕｰｺｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 81-B-12.0
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TB-2102
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

23 ハンドブラシ
・ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ 462391
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TB-2041
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

24 ハンドブラシ
・ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ 462591
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TB-2044
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

25 筒型ブラシ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TEB-15SUS
・㈱ｴｽｺ EA819BK-17
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

26 カップブラシ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ GCB-75
・㈱鳴門屋 C-20
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

27 カップブラシ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ GCB-75S
・㈱鳴門屋 C-21
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

28 ホースコネクター
・㈱ﾀｶｷﾞ G079FJ
・㈱ｶｸﾀﾞｲ 568-112
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

29
ホースジョイントニッ
プル

・㈱ﾀｶｷﾞ G041FJ
・㈱ｶｸﾀﾞｲ 568-113
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

30 ホースノズル
・㈱ﾀｶｷﾞ GNX112N
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TNZ-05
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

31 角丸蛇口ニップル
・㈱ﾀｶｷﾞ G147FJ
・ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ㈱ SGP-2 H/B
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

32 ねじ蛇口用ニップル
・㈱ﾀｶｷﾞ G065FJ
・㈱ｶｸﾀﾞｲ 568-110
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

33 ねじ蛇口用ニップル
・㈱ﾀｶｷﾞ G070FJ
・㈱ｶｸﾀﾞｲ 568-111
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

34 散水栓コネクタセット
・㈱ﾀｶｷﾞ G075
・㈱ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾌ JCS-05
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

35 ホースクランプ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TTHC-1939
・㈱ｴｽｺ EA463CT-40
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

36 ホースクランプ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TTHC-1946
・㈱ｴｽｺ EA463CT-48
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

37 ホースクランプ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TTHC-1951
・㈱ｴｽｺ EA463CT-51
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

38 ホースクランプ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TTHC-1965
・㈱ｴｽｺ EA463CT-65
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

39 ホースクランプ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TTHC-1981
・㈱ｴｽｺ EA463CT-81
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 本

2 丁

2 本

2 個

2 個

2 個

2 本

20 個

10 個

10 個

10 個

10 個

10 個

5 個

2 本

20 個

10 個

10 個

20 個

20 個



No. 品名 カタログ製品名ａ）

調達要求番号 作成部署
大臣官房会計課

庁舎管理室
備考

数量 単位

40 オイルジョッキ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ PN-2
・㈱ｴｽｺ EA991BC-22
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

41 オイルジョッキ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ PN-5
・㈱ｴｽｺ EA991BC-25
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

42 聴診棒
・土牛産業㈱ 02060
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

43 砂
・㈱MIYUKI　ﾐﾕｷの砂　20Kg
・陽光物産　生砂　20kg
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

44 ペーパータオル
・ｴﾘｴｰﾙ㈱　ｴﾙｳﾞｪ-ﾙ ｼﾝｸﾞﾙ200枚(中判)
・日本製紙ｸﾚｼｱ㈱ 37135
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

45 コイン型リチウム電池
・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CR2025P
・ﾏｸｾﾙ CR2025
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

46 補修用パテ
・ｺﾆｼ㈱ 4901490054114
・ｾﾒﾀﾞｲﾝ㈱　HJ-111
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

47 ラベルはがし
・㈱ｴｰｾﾞｯﾄ　951
・ｽﾘｰｴﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　3Mｸﾘｰﾅｰ30
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

48 活性炭入マスク
・ｱｽﾞﾜﾝ　8-5327-01
・ﾄﾗｽｺ中山㈱　DPM-CM
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

49 香取線香
・金鳥㈱　３種の香り　缶30巻
・ｱｰｽ製薬　ｱﾛﾏｾﾚｸｼｮﾝ30巻缶
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

50 除湿剤
・ｴｽﾃｰ　ﾄﾞﾗｲﾍﾟｯﾄ　ｽｷｯﾄ　3個入り
・ｵｶﾓﾄ　水とりぞうさん　3個入り
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

51 養生シート
・好川産業 YKｼｰﾄ　03386293
・ｴｽｺ㈱ EA911BA-14 2巻
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

400m分必要
好川産業は2本
エスコは1本

52 六角軸ドリル
・ﾄｯﾌﾟ工業 EOD-2.0
・NACHI　6SUSSDP2.0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

53 エンジンオイル
・ﾎﾝﾀﾞ　08201-99961
・ﾔﾏﾊ　90793-32117
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

54 左官用鏝３点セット
・赤長　中塗・柳刃・目地鏝セット
・よく使う左官鏝　N-230S
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

55
カップ型オイルフィル
タレンチ

・KTC特殊工具　AVSA-064
・JEC　4581
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

56
ドリルチャックキーレ
スタイプ

・ﾍﾞｯｾﾙ　BH-271
・ｱﾈｯｸｽ　AKL-195E
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

57 合鍵 ・美和ﾛｯｸ　PRｼﾘﾝﾀﾞｰ用

58 粉末消火器

・初田製作所　PEP-10N
・ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ YA-10NX
・日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ　PAN-10WXe（Ｉ）
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 袋

3 箱

20 個

2 個

2 個

1 本

5 缶

12 セット

1 本

24 個

12 本

50 箱

2 個

3 個

10 本

10 缶

5 セット

5 本

38 本



No. 品名 カタログ製品名ａ）

調達要求番号 作成部署
大臣官房会計課

庁舎管理室
備考

数量 単位

59 粉末消火器

・初田製作所  PEP-20
・ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ YA-20X
・日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ PAN-20WXe
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

60 強化液消火器
・初田製作所 ALS-3
・日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ LS-3ND（V）
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

61 強化液消火器
・初田製作所 ALS-6
・日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ LS-6ND（V）
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

62
消火器新品用リサイク
ルシール

・㈱消火器ﾘｻｲｸﾙ推進ｾﾝﾀｰ　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ用 非課税

※　納入場所

東京都新宿区市谷本村町５－１

防衛省市ヶ谷庁舎内庁舎内６８号倉庫棟

（地下１階部　台車搬入可能）

※  納入期限

令和3年9月30日

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。

170 本

3 本

222 枚

11 本


