「大

村航空基地」令和３年度オープンカウンター方式要求件名リスト

※本リストは大村航空基地隊が定める実施要領に基づく手続きが必要です。
お問い合わせ及び書類提出先は「大村経理隊」まで ℡0957-52-3131（内線：685又は686）fax0957-52-2017

番号

調達要求番号

件名
（※印は内訳内容を示す。）

211

03-1-0675-0700-0003-00 パソコン切替器 ほか

212

03-1-4180-0470-0005-00 空気入れ、自転車用 ほか

213

03-1-4061-0470-0001-00

221

数量・単位

履行期限

本リスト掲載日

令和３年９月１６日
見積書提出期限
要求元
（本リスト公開終了日）
大村システム

３件

令和4年1月28日 (金)

令和3年8月4日 (水)

令和3年9月29日 (水) 通信分遣隊

１５件

令和3年12月17日 (金)

令和3年8月4日 (水)

令和3年9月30日 (木) 補給隊

１２件

令和3年12月17日 (金)

令和3年8月4日 (水)

令和3年9月30日 (木) 補給隊

03-1-3152-0570-0009-00 歯科用抗生物質製剤 ほか

４件

令和3年10月29日 (金)

令和3年8月13日 (金)

令和3年9月16日 (木) 衛生隊

222

03-1-3152-0570-0010-00
糸付き縫合針 ほか
03-1-4001-0570-0002-00

７件

令和3年10月29日 (金)

令和3年8月13日 (金)

令和3年9月16日 (木) 衛生隊

223

03-1-3152-0570-0006-00 延長チューブ付き三方活栓 ほか

８件

令和3年10月29日 (金)

令和3年8月13日 (金)

令和3年9月17日 (金) 衛生隊

224

03-1-2247-0532-0005-00 コンビネーションプライヤ ほか

８２件

令和3年11月19日 (金)

令和3年8月13日 (金)

令和3年9月17日 (金) 車両班

225

03-1-2501-0420-0006-00 ラチェットハンドル ほか

２６件

令和3年11月30日 (火)

令和3年8月18日 (水)

令和3年10月6日 (水) 航整隊

226

03-1-3987-0520-0001-00 殺虫剤 ほか

６件

令和4年3月18日 (金)

令和3年8月18日 (水)

令和3年10月6日 (水) 管理隊

227

03-1-3152-0570-0007-00 医療用手袋 ほか

５件

令和3年10月29日 (金)

令和3年8月19日 (木)

令和3年9月21日 (火) 衛生隊

228

03-1-4176-0470-0003-00 便座、洗浄機能付

１ＥＡ

令和3年12月17日 (金)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月6日 (水) 補給隊

ディーゼル・ガソリン兼用エンジ
ンオイル１０Ｗ－３０ ほか

番号

調達要求番号

件名
（※印は内訳内容を示す。）

本リスト掲載日

見積書提出期限
（本リスト公開終了日）

数量・単位

履行期限

１ＥＡ

令和3年12月17日 (金)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月7日 (木) 補給隊

６０ＫＧ

令和3年10月15日 (金)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月6日 (水) 給養班

２件

令和4年1月31日 (月)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月13日 (水) 航整隊

6900ＲＯ

令和3年11月30日 (火)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月13日 (水) 補給隊

要求元

229

03-1-4176-0470-0004-00 湯沸器（ガス）

230

03-1-1021-0560-1511-00 牛テキ肉

231

03-1-2247-0420-0006-00 プレスジャッキ部 ほか

232

03-1-4180-0470-0006-00 トイレットペーパー

233

03-1-1787-0470-0001-00 防湿保管庫

１ＥＡ

令和3年12月17日 (金)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月13日 (水) 補給隊

234

03-1-2247-0420-0008-00 チップ ほか

８件

令和4年1月31日 (月)

令和3年8月19日 (木)

令和3年10月13日 (水) 航整隊

236

03-1-2067-0532-0005-00 業務車３号（ワゴン型）ほかの車検整備
1式

令和4年1月26日 (水)

令和3年8月26日 (木)

令和3年9月17日 (金) 車両班

237

03-1-2065-0532-0011-00 救難器材運搬車の車検整備

1式

令和4年2月11日 (金)

令和3年8月26日 (木)

令和3年9月17日 (金) 車両班

238

03-1-2069-0532-0014-00 ７ｔトラックの車検整備

1式

令和4年2月11日 (金)

令和3年8月26日 (木)

令和3年9月17日 (金) 車両班

239

03-1-2372-0470-0003-00 Ｖベルト（刈取） ほか

２件

令和3年11月12日 (金)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月7日 (木) 補給隊

240

03-1-4051-0470-0004-00 ギアオイル ほか

６件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月14日 (木) 補給隊

241

03-1-4051-0470-0005-00 グリススプレー ほか

７件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月14日 (木) 補給隊

242

03-1-4051-0470-0007-00 精密機器洗浄液

３缶

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月14日 (木) 補給隊

番号

調達要求番号

件名
（※印は内訳内容を示す。）

数量・単位

履行期限

本リスト掲載日

見積書提出期限
（本リスト公開終了日）

要求元

243

03-1-4051-0470-0008-00 パーツクリーナー ほか

６件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月14日 (木) 補給隊

245

03-1-2247-0420-0009-00 キャスター ほか

３件

令和3年10月29日 (金)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月7日 (木) 航整隊

246

03-1-4051-0470-0002-00 メチルエチルケトン

１０ＣＮ

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月8日 (金) 補給隊

247

03-1-4051-0470-0003-00 不凍性防食材

４ＣＮ

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月8日 (金) 補給隊

248

03-1-4051-0470-0006-00 モリコートスプレー ほか

２件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月1日 (水)

令和3年10月15日 (金) 補給隊

249

03-1-3980-0470-0002-00

1式

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月6日 (月)

令和3年10月6日 (水) 補給隊

250

03-1-4051-0470-0001-00 水置換性防錆剤 ほか

２件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月6日 (月)

令和3年10月8日 (金) 補給隊

251

03-1-4085-0470-0003-00 さん付き合板箱 ほか

１１件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月9日 (木)

令和3年10月13日 (水) 補給隊

252

03-1-4051-0470-0009-00 ルブリプレート ほか

５件

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月10日 (金)

令和3年10月8日 (金) 補給隊

253

03-1-2251-0470-0007-00

1式

令和4年2月28日 (月)

令和3年9月15日 (水)

令和4年2月28日 (月) 補給隊

254

03-1-4240-0100-0004-00 官製はがき（無地）

1000SH

令和3年10月15日 (金)

令和3年9月16日 (木)

令和3年10月1日 (金) 群司令部

255

03-1-3152-0570-0012-00 パルスオキシメーター ほか

３件

令和3年11月30日 (火)

令和3年9月16日 (木)

空気調和装置（天井埋込形、ガ
ス使用）の定期点検

草刈機、自動、自走式、ロータ
リー刃の修理

令和3年10月12日 (火) 衛生隊

