
支担官第７７号 

令和４年５月２０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 大塚 英司 

（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-005 

営-I-023 

装-BC-005 

Ⅹ－062 

皮手袋外１７８件 仕様書のとおり 仕様書のとおり 
令和４年８月３１日 

令和４年１０月３１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４年６月１４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 04・05・06 年度競争参加資格（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４年５ 
月３１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４年６月１０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） 

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 



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

1 皮手袋
・ペンギンエース㈱TH-506-M
・富士グローブ㈱ BF-102 3643
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 双 注ａ）

2 皮手袋
・ペンギンエース㈱ TH-506-L
・富士グローブ㈱ BF-102 3644
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 双 注ａ）

3 皮手袋
・ペンギンエース㈱ TH-506-LL
・富士グローブ㈱ BF-102 3645
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 双 注ａ）

4
チップソーカッター
用バッテリー

・㈱マキタ BL1860B 1 個

5
チップソーカッター
用急速充電器

・㈱マキタ DC18RF(JPADC18RF) 1 個

6 パーツケース
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TPC-OLL
・㈱ｴｽｺ EA508MD-24
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

40 個 注ａ）

7 マルチケース
・明邦化学工業㈱MH-3L
・㈱ｴｽｺ EA508MD-26
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

40 個 注ａ）

8 ロングケース大
・明邦化学工業㈱ LG-620
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

40 個 注ａ）

9 ロングケース小
・明邦化学工業㈱ LG-500
・㈱ｴｽｺ EA508MD-28
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

40 個 注ａ）

10 延長コード５ｍ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TKC15-053P
・㈱ﾊﾔﾀﾘﾐﾃｯﾄﾞ SX-053-Y
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 本 注ａ）

11 延長コード１０ｍ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱TKC15-10
・㈱ﾊﾔﾀﾘﾐﾃｯﾄﾞEX-101N
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 本 注ａ）

12
高圧洗浄機用
１／４スズランノズ
ル

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD00157 2 本

調　達　品　目　表

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

13
高圧洗浄機用
1／4洗管ホース

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD00003 2 本



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

14
高圧洗浄機用
カプラ

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD026 4 個

15
高圧洗浄機用
継手

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD30012 4 個

16
高圧洗浄機用
バックアップリング

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD03073 10 個
旧品番：
HD80640

17
高圧洗浄機用
リング

・ｱｻﾀﾞ㈱ HD91000 10 個

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

1 丁 注ａ）

19
内径レンチ
１５－２０Ａ

・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ IPW-1520
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 丁 注ａ）

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

1 丁 注ａ）

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

1 丁 注ａ）

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

1 丁 注ａ）

23
内径レンチ
３２－５０Ａ

・㈱MCCｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ IPW-3250
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 丁 注ａ）

24 汎用パイプ
・矢崎化工㈱ ｲﾚｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟH-2500S BL 28Φ 2500mm
黒

5 本

25 汎用パイプ用継手 ・矢崎化工㈱ HJ-1 S　28Φ 黒 5 個

26 汎用パイプ用継手 ・矢崎化工㈱ HJ-2 S　28Φ 黒 10 個



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

27 ＵＳＢアダプター ・㈱マキタ ADP001GO 6 個

28 スクレーパー
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TDHS-4
・㈱TJMﾃﾞｻﾞｲﾝ SCR-C50
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 丁 注ａ）

29 バッテリー ・㈱マキタ BL4040 10 台

30
バッテリーアダプ
ター

・㈱マキタ BAP18 2 台

31 ファン ・㈱マキタ CF001GZO オリーブ 2 台

32 マグネットフック
・ﾄﾗｽｺ中山㈱TMF-34N
・㈱ﾏｸﾞﾅ 3-5025S
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

21 個 注ａ）

33 ワークライト ・㈱マキタ ML002G 4 本

34 充電アダプター ・㈱マキタ ADP10 4 個

35 充電器 ・㈱マキタ DC40RA 4 台

36 小型ライト
・ﾚｯﾄﾞﾚﾝｻｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ML4
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

6 個 注ａ）

37
耐熱耐圧応急テープ
１５Ａ

・㈱ｲﾁﾈﾝTASCO TA976KF-1
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 個 注ａ）

38
耐熱耐圧応急テープ
２０Ａ

・㈱ｲﾁﾈﾝTASCO TA976KF-2
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 個 注ａ）

39
耐熱耐圧応急テープ
４０Ａ

・㈱ｲﾁﾈﾝTASCO TA976KF-3
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 個 注ａ）



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

40
耐熱耐圧応急テープ
１５０Ａ

・㈱ｲﾁﾈﾝTASCO TA976KF-5
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

5 個 注ａ）

41 防食テープ
・㈱日本緑十字社 269012
・日東電工㈱ 51LS-50SG
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 巻 注ａ）

42
ニップルアタッチメ
ント

・レッキス工業㈱ NA-15 1 個

43
ニップルアタッチメ
ント

・レッキス工業㈱ NA-20 1 個

44
ニップルアタッチメ
ント

・レッキス工業㈱ NA-25 1 個

45 3Dプラス超硬ドリル ・㈱マキタ A-54318 2 本

46 3Dプラス超硬ドリル ・㈱マキタ A-54368 2 本

47 3Dプラス超硬ドリル ・㈱マキタ A-54411 2 本

48 3Dプラス超硬ドリル ・㈱マキタ A-54455 2 本

49 補修用塗料
・カネソウ㈱ マンホール鉄蓋補修用塗料
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

5 缶 注ａ）

50 長尺用ポリ袋
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ HPT-300
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 巻 注ａ）

51 充電式ＬＥＤライト
・ﾚｯﾄﾞﾚﾝｻﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 500897
・㈱FENIX UC35V2.0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

4 個 注ａ）

52 カップセット
・大塚刷毛製造㈱ 補修ｶｯﾌﾟｾｯﾄ 800mL
・㈱ヨトリヤマ 補修ｶｯﾌﾟｾｯﾄ 118
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 セット 注ａ）



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

53
ローラーバケット
セット

・㈱極東産機 ﾛｰﾗｰﾊﾞｹｯﾄSXｾｯﾄ 13-5253
・㈱ヨトリヤマﾛｰﾗｰﾊﾞｹｯﾄM 225
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 セット 注ａ）

54
ブラシ・ちりとり
セット

・㈱エスコ EA928AG-540
・㈱日本緑十字社 ペアボーキ UP-1112
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 セット 注ａ）

55 移植こて
・㈱エスコ EA650BD-22
・浅香工業㈱ 150493
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 本 注ａ）

56 穴あきショベル
・浅香工業㈱ 穴あきショベル 000178
・トンボ工業㈱ ラクワン穴開丸 SAPRH
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 本 注ａ）

57 ショベル 丸形
・浅香工業㈱ ホームショベル 000636
・トンボ工業㈱ ラクワンミニ SAPGR
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 本 注ａ）

58 ショベル 角形
・浅香工業㈱ ホームショベル 001080
・トンボ工業㈱ ラクワンミニ SAPGK
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 本 注ａ）

59
塗装養生テープ　グ
リーン

・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TYT10025-GN
・ダイヤテックス㈱ Y09GR 100MM
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

18 巻 注ａ）

60
塗装養生テープ　ホ
ワイト(クリア)

・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TYT10025-W
・ダイヤテックス㈱ Y09CL 100MM
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

18 巻 注ａ）

61 粉末ロート
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ PR150
・東京硝子器械㈱ 198191004
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

5 個 注ａ）

62
平ワッシャー ステ
ンレス M10

・㈱MonotaRO 平ﾜｯｼｬｰ (SUS) M10
・双信工業㈱ 平ﾜｯｼｬｰ 10×22×1.6
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 パック 注ａ）

63
平ワッシャー ステ
ンレス M12

・㈱MonotaRO 平ﾜｯｼｬｰ (SUS) M12
・双信工業㈱ 平ﾜｯｼｬｰ 12×26×2.3
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 パック 注ａ）

64
平ワッシャー ステ
ンレス M16

・㈱MonotaRO 平ﾜｯｼｬｰ (SUS) M16
・双信工業㈱ 平ﾜｯｼｬｰ 16×32×2.5
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 パック 注ａ）

65
スプリングワッ
シャー ステンレス
M10

・㈱MonotaRO ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ(SUS) M10
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ B29-0010
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 パック 注ａ）



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

66
スプリングワッ
シャー ステンレス
M12

・㈱MonotaRO ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ(SUS) M12
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ B29-0012
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 パック 注ａ）

67
スプリングワッ
シャー ステンレス
M16

・㈱MonotaRO ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ(SUS) M16
・ﾄﾗｽｺ中山㈱B29-0016
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

5 パック 注ａ）

68
六角ナット１種　ス
テンレス M10

・㈱MonotaRO 六角ﾅｯﾄ１種(SUS) M10
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ M10
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 パック 注ａ）

69
六角ナット１種　ス
テンレス M12

・㈱MonotaRO 六角ﾅｯﾄ１種(SUS) M12
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ M12
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 パック 注ａ）

70
六角ナット１種　ス
テンレス M16

・㈱MonotaRO 六角ﾅｯﾄ１種(SUS) M16
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾅｯﾄ M16
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 パック 注ａ）

71
六角ボルト(全ねじ)
ステンレス M10-25

・㈱コノエ BT-SUS-1025
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ(全ねじ) M10×25
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 箱 注ａ）

72
六角ボルト(半ねじ)
ステンレス M12-55

・㈱MonotaRO 六角ﾎﾞﾙﾄ(半ﾈｼﾞ) M12-55
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ M12×55
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 箱 注ａ）

73
六角ボルト(半ねじ)
ステンレス M16-60

・㈱MonotaRO 六角ﾎﾞﾙﾄ(半ﾈｼﾞ) M16-60
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ M16×60
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 箱 注ａ）

74
六角ボルト(半ねじ)
ステンレス M16-75

・㈱MonotaRO 六角ﾎﾞﾙﾄ(半ﾈｼﾞ) M16-75
・双信工業㈱ ｽﾃﾝﾚｽ六角ﾎﾞﾙﾄ M16×75
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 箱 注ａ）

75 食品用コンテナ
・岐阜ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業㈱ ﾊﾟﾝｺﾝﾃﾅ #150
・積水ﾃｸﾉ成型㈱ 食品用ｺﾝﾃﾅ P-90:C
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

6 個 注ａ）

76 ボックス型コンテナ
・三甲㈱ ｻﾝﾎﾞｯｸｽ #20
・積水ﾃｸﾉ成型㈱ T型ｺﾝﾃﾅ T-20-2-HE
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

6 個 注ａ）

77 ハンドブラシ
・ﾄﾗｽｺ中山㈱ TB-2044
・㈱ムラキ 462591
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 個 注ａ）

78 ワイヤーブラシ
・サンコーテクノ㈱ W-0910
・ユニカ㈱ RA-MB10
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

3 個 注ａ）
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79 ワイヤーブラシ
・サンコーテクノ㈱ W-1213
・ユニカ㈱ RA-MB13
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

3 個 注ａ）

80 ステンレス仕上鏝
・ナルセ商工㈱ SSB-150
・藤原産業㈱　緑長 150mm
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

81 左官鏝５点セット
・藤原産業㈱　赤長 左官鏝５点セット
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 袋 注ａ）

82 モルタル接着増強剤
・㈱マノール アクリット(カチオン系)
・日本化成㈱ NS ﾊｲﾌﾚｯｸｽ HF-1000
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 缶 注ａ）

83 防水セメント
・サンホーム工業㈱BBG4
・ﾄｰﾖｰﾏﾃﾗﾝ㈱N05155
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 袋 注ａ）

84 スポイト
・㈱マキタ 765009-6
・サンコーテクノ㈱ P-1
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

85
消火器リサイクル
シール

・消火器リサイクルシール（大型用）
㈱消火器リサイクル推進センター発行

2 枚

86
消火器リサイクル
シール

・消火器リサイクルシール（小型用）
㈱消火器リサイクル推進センター発行

40 枚

87 タイルカーペット
・東リ㈱　ＧＡ１６３
・ﾀｼﾞﾏﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱　タピスセレクトPlus TSP-111
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

6,000 枚 注ａ）

88
タイルカーペット用
補助用接着剤

・東リ㈱　ＧＡスプレー430ml
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 本 注ａ）

89
タイルカーペット用
接着剤

・東リ㈱　ｴｺGAｾﾒﾝﾄ 小 3kg 1缶入り
・ﾀｼﾞﾏﾙｰﾌｨﾝｸﾞ㈱  ｽﾍﾞﾘ止め剤 Rﾊﾟｯｸ 1缶/3kg入
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

12 缶 注ａ）

90 ダストノズルセット ・㈱マキタ　１９６９９５-４ 3 個
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91 木工用接着剤
・ｺﾆｼ㈱　木工用多用途 05504　180g
・ｾﾒﾀﾞｲﾝ㈱　木工用速乾 CA-238　180ml
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

30 本 注ａ）

92 保護めがね
・ﾐﾄﾞﾘ安全㈱ﾋﾞｼﾞｮﾝﾍﾞﾙﾃﾞ 保護めがね VG‐503F  ﾗｲ
ﾄﾌﾞﾙｰ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

24 個 注ａ）

93
高速切断機用
砥石（ステンレス
用）

・㈱レヂトン　金の卵 ３０５
外径３０５×厚み１．８×穴径２５．４mm
・日本レヂボン㈱　飛騨の匠
外径３０５×厚み２．５×穴径２５．４mm
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 枚 注ａ）

94
湿式ダイヤモンド
コアビット

・㈱マキタ　３２φ　Ａ-２７１６５ 穴あけ深さ
180mm （ダイアモンドコアビット＋スポンジ）

1 組

95
湿式ダイヤモンド
コアビット

・㈱マキタ　３８φ　Ａ-２７１７１ 穴あけ深さ
180mm （ダイアモンドコアビット＋スポンジ）

1 組

96
湿式ダイヤモンド
コアビット

・㈱マキタ　４５φ　Ａ-２７１８７ 穴あけ深さ
180mm （ダイアモンドコアビット＋スポンジ）

1 組

97
湿式ダイヤモンド
コアビット

・㈱マキタ　５４φ　Ａ-７４０５５ 穴あけ深さ
180mm （ダイアモンドコアビット＋スポンジ）

1 組

98
湿式ダイヤモンド
コアビット

・㈱マキタ　６５φ　Ａ-７４１１４ 穴あけ深さ
180mm （ダイアモンドコアビット＋スポンジ）

1 組

99
ペンディング
パイプ

・㈱マキタ　１９７２４７－６ 2 本

100
ストレート
パイプ

・㈱マキタ　１９２５６３－１ 2 本

101 コーナーノズル ・㈱マキタ　４１０３０６－２ 2 本

102
切り替えノズル
（集塵機用）

・㈱マキタ　Ａ-６１３２９ 2 個
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103 ラウンドブラシ ・㈱マキタ　１９１６５７－９ 2 個

104 専用ハトメコマ
・トラスコ中山㈱　ＴＨＰ-ＨＫ１５　１５mm用
・㈱エスコ　ＥＡ５７６ＭＷ-１５　１５ｍｍ用
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 個 注ａ）

105 専用ハトメコマ
・トラスコ中山㈱　ＴＨＰ-ＨＫ１２　１２mm用
・㈱エスコ　ＥＡ５７６ＭＷ-１２　１２mm用
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 個 注ａ）

106 専用ハトメコマ
・トラスコ中山㈱　ＴＨＰ-ＨＫ１０　１０mm用
・㈱エスコ　ＥＡ５７６ＭＷ-１０　１０mm用
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 個 注ａ）

107 ヒートガン
・ﾘｮｰﾋﾞ㈱ ﾎｯﾄｴｱｶﾞﾝ ＨＡＧ-１５５１
・工機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ﾊｲｺｰｷ ﾋｰﾄｶﾞﾝ ＲＨ６００Ｔ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 注ａ）

108 ポンチセット
・㈱ｴｽｺ EA576FA 5-25mm革ﾎﾟﾝﾁｾｯﾄ（10個組）
 ･㈱ｽﾘｰｴｯﾁ 3H-PS10ﾊﾟｯｷﾝﾎﾟﾝﾁｾｯﾄ
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

1 台 注ａ）

109
ｴﾝﾄﾞﾚｽｽﾀﾝﾌﾟ数字ｾｯﾄ
（明朝体）6号

・ｻﾝﾋﾞｰ㈱　ｴﾝﾄﾞﾚｽｽﾀﾝﾌﾟ数字ｾｯﾄ(明朝体)15本ｾｯﾄ　6
号(EN-S6)
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1 ｾｯﾄ 注ａ）

110 ﾍﾟﾀﾞﾙ式ｺﾞﾐ箱
・山崎産業㈱　DP-22L-SB
・㈱ﾃﾗﾓﾄ　DS-238-530-0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

50 個 注ａ）

111 ｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｯｸｽ
・山崎産業㈱　TE-12Z-PCW
・㈱ﾃﾗﾓﾄ　DS-240-020-0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 個 注ａ）

112
アルコール用スプ
レーボトル

・ﾄﾗｽｺ中山㈱　霧状ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙ置き型　650ml TSAG-
650
・ﾏﾙﾊﾁ産業㈱　ﾎﾟﾝﾌﾟ式ｽﾌﾟﾚｰﾎﾞﾄﾙ　650ml
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

100 個 注ａ）

113 ペーパータオル

・大王製紙㈱　業務用ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ中判ｴﾙｳﾞｪｰﾙ(200枚
入)
　品番703508
・㈱ﾄﾗｲﾌ　ﾀｳﾊﾟｰﾌﾟﾘｴＭ（200枚入)　製品コード
50301
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

1,800 袋 注ａ）

114 表示灯
・㈱ﾕｰﾎﾞﾝ　TE13-220
・㈱オーム電気　LB-P32220V
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

100 個 注ａ）
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115 分波器
・マスプロ電工㈱　CSR7DW-P
・DXアンテナ㈱　MBUMWS(B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

50 個 注ａ）

116 F型コネクタ
・マスプロ電工㈱　FP5
・DXアンテナ㈱　F-5
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

500 個 注ａ）

117 L型接栓
・DXアンテナ㈱　FLS
・日本アンテナ㈱　LP-P
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

300 個 注ａ）

118 冷却ファン
・オムロン㈱　R87F-A4A15HP
・オリエンタルモーター㈱　MU1238A-41B
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

30 個 注ａ）

119 ビス
・㈱ダイドーハント　00045308（500本入）
・トラスコ中山㈱　B21-3541（70本入）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

7 箱

3500本必要
ダイドーハ
ントの場合
７箱
トラスコの
場合50パッ
ク
注ａ）

120
メタルモール用エン
ド

・㈱エスコ　EA947JA-41
・Panasonic㈱　DZA157E
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 注ａ）

121
メタルモール用コー
ナーボックス

・㈱エスコ　EA947JA-121
・Panasonic㈱　DZA145E
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 注ａ）

122
メタルモール用接続
金具

・㈱エスコ　EA947JA-141
・Panasonic㈱　DZA190KE
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

20 個 注ａ）

123 誘導灯用パネル ・Panasonic㈱　FK20086 5 個

124 フランジ４０Ａ
日立金属㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10KF  J40黒品
㈱吉年 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10K 40A
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 枚 注ａ）

125 フランジ３２Ａ
日立金属㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10KF J32黒品
㈱吉年 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10K 32A
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

10 枚 注ａ）

126 フランジ２５Ａ
日立金属㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10KF J25黒品
㈱吉年 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10K 25A
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 枚 注ａ）
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127 フランジ２０Ａ
日立金属㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10KF J20黒品
㈱吉年 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10K 20A
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 枚 注ａ）

128 フランジ１５Ａ
日立金属㈱ ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10KF J15黒品
㈱吉年 ﾀﾞｸﾀｲﾙ 10K 15A
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 枚 注ａ）

129 平面ハンドル ・タキゲン㈱ A-240-A-1-1 5 個

130
10Kフランジ(防食継
手)

・JFE継手㈱ 10KF Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

4 個 注ａ）

131
10Kフランジ(防食継
手)

・日立金属㈱ PQWK10KF-20A
・JFE継手㈱ 10KF Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

4 個 注ａ）

132
10Kフランジ(防食継
手)

・日立金属㈱ PQWK10KF-25A
・JFE継手㈱ 10KF Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

4 個 注ａ）

133
径違いソケット(防
食継手)

・日立金属㈱ PQWK-RS-20AX15A
・JFE継手㈱ RS Cｺｱ 20×15A(3/4×1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

134
径違いソケット(防
食継手)

・日立金属㈱ PQWK-RS-25AX15A
・JFE継手㈱ RS Cｺｱ 25×15A(1×1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

135
径違いソケット(防
食継手)

・日立金属㈱ PQWK-RS-25AX20A
・JFE継手㈱ RS Cｺｱ 25×20A(1×3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

136
径違いソケット(防
食継手)

・日立金属㈱ PQWK-RS-32AX20A
・JFE継手㈱ RS Cｺｱ 32×20A(1･1/4×3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

137
径違いソケット(防
食継手)

・日立金属㈱ PQWK-RS-40AX20A
・JFE継手㈱ RS Cｺｱ 40×20A(1･1/2×3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

138 ニップル(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-NI-15A
・JFE継手㈱ NI Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

139 ニップル(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-NI-20A
・JFE継手㈱ NI Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）
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140 ニップル(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-NI-25A
・JFE継手㈱ NI Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

141 ユニオン(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-U-15A
・JFE継手㈱ U Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

142 ユニオン(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-U-20A
・JFE継手㈱ U Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

143 ユニオン(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-U-25A
・JFE継手㈱ U Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

144 エルボ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-L-15A
・JFE継手㈱ L Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 注ａ）

145 エルボ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-L-20A
・JFE継手㈱ L Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 注ａ）

146 エルボ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-L-25A
・JFE継手㈱ L Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 注ａ）

147 チーズ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-T-15A
・JFE継手㈱ T Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

148 チーズ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-T-20A
・JFE継手㈱ T Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

149 チーズ(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-T-25A
・JFE継手㈱ T Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

150 ソケット(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-S-15A
・JFE継手㈱ S Cｺｱ 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

151 ソケット(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-S-20A
・JFE継手㈱ S Cｺｱ 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

152 ソケット(防食継手)
・日立金属㈱ PQWK-S-25A
・JFE継手㈱ S Cｺｱ 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）



作成
部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

調達要求番号
大臣官房会計課

庁舎管理室

153 10Kゲートバルブ
・東洋バルヴ㈱ LJ10BSR-SK 15A(1/2B)
・KITZ㈱ LNW 15A(1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

154 10Kゲートバルブ
・東洋バルヴ㈱ LJ10BSR-SK 20A(3/4B)
・KITZ㈱ LNW 20A(3/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

155 10Kゲートバルブ
・東洋バルヴ㈱ LJ10BSR-SK 25A(1B)
・KITZ㈱ LNW 25A(1B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

156 10Kゲートバルブ
・東洋バルヴ㈱ LJ10BSR-SK 32A(1･1/4B)
・KITZ㈱ LNW 32A(1･1/4B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

157 10Kゲートバルブ
・東洋バルヴ㈱ LJ10BSR-SK 40A(1･1/2B)
・KITZ㈱ LNW 40A(1･1/2B)
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 個 注ａ）

158 片ナットバルブ
・カクダイ㈱ 7830 片ナットバルブ13
・㈱SANEI JV26A-13
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 注ａ）

159 逆止弁
・カクダイ㈱ 0336-13
・㈱SANEI PV81-13
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 個 注ａ）

160 補助桝

・都建材工業㈱　240×150
・㈱西村コンクリート工業 240 H-150
・㈱マツヤ産業 240
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

2 個 注ａ）

161 補助桝

・都建材工業㈱　300×150
・㈱西村コンクリート工業 300 H-150
・㈱マツヤ産業 300
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

4 個 注ａ）

162 アクリル板

・ｸﾗﾚﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱　CAP1891-422L-5
・㈱菅原工芸　ｱｸﾘﾙｼｮｯﾌﾟはざいや　乳半ｽﾐﾍﾟｯｸ
ｽ E032（押出し）厚さ5mm　幅915×長さ1830mm
全光線透過率56％
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

10 枚 注ａ）

163 プラスチックアンカ
・若井産業㈱　ﾄｸﾞﾗｰ　TA壁厚3～6mm用　100本
（1箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

5 箱
本数：500
本
注ａ）

164 プラスチックアンカ
・若井産業㈱　ﾄｸﾞﾗｰ　T9.5壁厚9～11mm用　100
本（1箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 箱
本数：300
本
注ａ）
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165 プラスチックアンカ
・若井産業㈱　ﾄｸﾞﾗｰ　TB壁厚11～13mm用　100
本（1箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 箱
本数：300
本
注ａ）

166 プラスチックアンカ
・若井産業㈱　ﾄｸﾞﾗｰ　TC壁厚15～19mm用　50本
（1箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

6 箱
本数：300
本
注ａ）

167 プラスチックアンカ
・若井産業㈱　ﾄｸﾞﾗｰ　TD壁厚25mm以上　50本
（1箱）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 箱
本数：150
本
注ａ）

168
ピクチャーレール
Ｔフック

・ﾄｰｿｰ㈱　Tﾌｯｸ30B　ナチュラル（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ
ﾊﾝｶﾞｰ用）

100 個

169 吐水口部 ・LIXIL㈱ A-8622 3 個

170
止水栓付機能ボック
ス

・LIXIL㈱ A-8618 2 個

171 専用リチウム電池 ・LIXIL㈱ A-4025 10 個

172 樹脂トラップ ・LIXIL㈱ T-27M/BU8 5 個

173 センサー部 ・LIXIL㈱ A-4023A-1 5 個

174 接点付圧力計
・長野計器㈱ JM21-133-3A07000××××1（取
扱説明書付）
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

175 ゲージコック
・長野計器㈱ FC10-333-X×××0××××××0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

176
タンクサイホン(標
準)

・長野計器㈱ FT10-383-××××0××××××
1
（取扱説明書付）
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）
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177 レンズパッキン
・長野計器㈱ FJ80-003-××××××××××
×0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

178 平パッキン
・長野計器㈱ FJ80-301-××××××××××
×0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

2 個 注ａ）

179 ジョイント
・長野計器㈱ FJ10-383-××××0××××××
0
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)

20 個 注ａ）

※　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4年8月31日 No.1～No.168

令和4年10月31日 No.169～No.179

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。


