
補 本 公 示 ０ ２ － ３ 第 １ ２ － ８ 号

令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

中 川  純      

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度「自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達」の契約希望者募集要項に

ついて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表、以下番号の製造会社名を次のとおり変更する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用

機器）

67
艦船用モジュール及びプ

リント回路板

株式会社ＹＤＫテクノロ

ジーズ
電気式舵制御装置

68
電気式舵制御装置関連部

品

株式会社ＹＤＫテクノロ

ジーズ

電 気 式 舵 制 御 装

置、統合艦橋シス

テム

69 電子部品
株式会社ＹＤＫテクノロ

ジーズ
電子部品



補 本 公 示 ０ ２ － ３ 第 １ ２ － ７ 号

令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度「自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達」の契約希望者募集要項に

ついて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表に、次に示す２品目を追加する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用

機器）

２２０ 荒天通風弁
ジャパンマリンユナイテ

ッド株式会社
荒天通風弁

２２１ マスカー装置関連部品
株式会社サクション瓦斯

機関製作所

マスカープレリ用

空気冷却器



補 本 公 示 ０ ２ － ３ 第 １ ２ － ６ 号

令 和 ３ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度「自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達」の契約希望者募集要項に

ついて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表、以下番号の製造会社名を次のとおり変更する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用機

器）

１２８ 救難支援装置関連部品
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
救難支援装置

１３０
監視用テレビ装置関連

部品

三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社

水中テレビジョン装

置

１３１
艦船用モジュール及び

プリント回路板

三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
自動艦位保持装置

１３２ 機関操縦盤関連部品
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
機関操縦盤

１３３ 制御機器部品
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社

デッキクレーン電装

品

１３４ 電磁弁関連部品
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社

固形廃 棄物 処理装

置、電動ホイスト

１３５ 電動ファン関連部品
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
艦橋情報表示装置

２１７ 揚塔装置計画装置
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
揚塔装置計画装置



２１９ 荒天通風弁
三菱重工マリタイムシ

ステムズ株式会社
荒天通風弁

補本公示０２－３第１２－５号

令和３年１０月１５日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度「自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達」の契約希望者募集要項に

ついて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表、番号１２９の製造会社名を次のとおり変更する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用

機器）

１２９
フィンスタビライザ装置

関連部品

三井造船特機エンジニア

リング株式会社

輸送艦用フィンス

タビライザ装置



補本公示０２－３第１２－４号

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度「自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達」の契約希望者募集要項に

ついて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表に、次に示す１品目を追加する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用

機器）

２１９ 荒天通風弁 三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社 荒天通風弁



補本公示０２－３第１２－３号

令和３年６月１５日

契約希望者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達の契約希望者募集要項につい

て、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表、番号１４７の製造会社名を次のとおり変更する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な適用

機器）

１４７
フィンスタビライザ装置

関連部品

三菱重工マリンマシナリ

株式会社

護衛艦用フィンス

タビライザ装置



補本公示０２－３第１２－２号

令和３年１月２２日

契約希望業者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

佐藤 まどか

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達の契約希望業者募集要項につ

いて、下記のとおり変更・追加します。

記

１ 調達品目等

  別表、番号１４８の製造会社名を次のとおり変更する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な

適用機器）

１４８ 制御機器部品
三菱重工マリンマシナリ

株式会社
ケーブル巻揚機

別表に、次に示す４品目を追加する。

番号 品目名 製造会社名
備考（代表的な

適用機器）

２１５ 機関電装品
株式会社三井Ｅ＆Ｓマシ

ナリー

１６Ｖ４２Ｍ、１

２Ｖ４２Ｍ型ディ

ーゼル機関

２１６ ４００Ｈｚ電力変換装置
東芝三菱電機産業システ

ム株式会社

４００Ｈｚ電力変

換装置

２１７ 揚塔装置計画装置 三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社 揚塔装置計画装置

２１８ ケーブル巻揚機関連部品 三菱造船株式会社
敷設艦用ケーブル

巻揚機



補本公示０２－３第１２－１号

令和２年６月３０日

契約希望業者募集要項の変更

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

宮 﨑 孝 彦

補本公示０２－３第１２号（令和２年１月２４日）で公示した、令和２年度～令

和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達の契約希望業者募集要項につ

いて、下記のとおり変更します。

記

１ 調達品目等

  別表に、次に示す１品目を追加する。

    

番号
品目名 製造会社名

備考（代表的な

適用機器）

２１４ 技術管理支援装置 三菱重工業株式会社防衛・宇宙セグメント 技術管理支援装置



補本公示０２－３第１２号

令和２年１月２４日

令和２年度～令和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達

の契約希望業者募集要項

（公募実施権者）

分任支出負担行為担当官

海上自衛隊補給本部管理部長

宮 﨑 孝 彦

令和２年度～令和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達の契約につ

いて公募を実施するので、参加希望者は、下記に基づき資料等を提出してください。

記

１ 調達品目等

  令和２年度～令和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達

  細部については別表のとおり。

２ 公募に応募できる者の資格

応募できる者は、次に掲げる事項の全てに該当する者とする。

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）

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）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止

権者」という。）又は海上幕僚長から「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。

（４）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。

（５）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該当する省指名停止権者が認めた場合には、

この限りではない。



（６）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正

な契約の履行が確保される者

（７）平成３１・３２・３３年度又は令和０１・０２・０３年度競争参加資格（全

省庁統一資格）「物品の製造」の競争参加資格を有するか、申請中である者又

は経営の規模及び経営の状況がそれと同等である者。なお申請中に応募した場

合は資格決定後、速やかに提出すること。

（８）本事業に必要な技術、機械器具、生産設備、検査設備等を有する者

（９）納入後の不具合に関する対応が迅速かつ、継続的に可能である者

（10）法令の規定により官署等の許可又は確認を必要とする場合は、契約履行時に

当該許可若しくは認可を受けられる見込みがある者

（11）特許等工業所有権が必要な場合は、当該特許等工業所有権を契約履行時に使

用可能である者

（12）応募する品目及び接続機器が必要とする規格、品質により製造が可能である

者

３ 参加表明

応募する者は、別紙様式第１に示す「参加表明書」及び第１号又は第２号に掲

げる資料並びに次項に掲げる設備及び体制等を証明する資料（以下「技術資料」

という。）を提出しなければならない。ただし、前年度に同一の資料を提出した

者で、本年度においても変更がない場合は、その旨の書面を提出することで資料

の提出を省略することができる。

（１）資格審査結果通知書（写し）

（２）第２項第７号の競争参加資格を有していないものは、会社の財政状況・経営

成績を証する書類（直近の決算期における有価証券報告書、監査報告書並びに

会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書及び内部統制システム整備状

況の概要）

４ 技術資料の提出

次に示す項目について、提出するものとする。

ただし、前年度以降に同一の資料を提出したもので、本年度の資料に変更がな

い又は部分的な変更のみである場合は、変更がない旨の書面又は変更となった部

分を明記した書面及び変更部分に係る技術資料を提出することで第１号から第２

号に示す資料の提出を省略することができる。また、他の公募実施権者が実施し

た同種の公募手続における技術審査に合格している場合は、当該合格通知の写し

及び合格時の技術資料と変更がない旨の書面をもって代えることができる。

（１）過去５年間における最新の同種契約実績一覧表（別紙様式第２）及び契約書



（請書を含む）の写し。（実績がない場合は省略可）

（２）第２項第８号から第１２号に規定する体制、能力等を有することを証明でき

る資料

５ 参加表明書及び技術資料の提出先等

（１）提出先

海上自衛隊補給本部管理部契約課審査係

〒１１４－８５６５

東京都北区十条台一丁目５－７０

０３－３９０８－５１２１（内線５６６５、５６６６）

（２）提出期間

令和２年１月２４日（金）～令和２年２月２７日（木）

なお、上記の期間にかかわらず、新たに体制、設備が整った場合は応募する

ことができる。

ただし、希望する調達品目の調達に間に合わないことがある。

（３）提出方法

直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、正午から午後１時ま

での時間を除く。

（４）提出部数

参加表明書、技術資料共各２部（第３項に定める会社の財政状況・経営成績

を証する書類は１部）

６ 技術資料の審査等

技術資料の提出者は、海上自衛隊補給本部の担当者から提出資料について説明

を求められた場合には、協力しなければならない。また、追加資料等の提出を求

められた場合には、正当な理由がある場合を除き、必要な資料等を提出しなけれ

ばならない。

７ 審査結果の通知等

公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

８ 疑義の申立

（１）審査結果に疑義のある者は、公募実施権者に対して、当該疑義の内容につい  

て、審査結果の通知を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を

除く。）以内に書面をもって申し立てることができる。



ア 窓 口

第５項第１号に同じ。

イ 時 間

直接持参する場合は土、日及び祝日を除く毎日、午前８時３０分から午後

５時１５分までとする。ただし、正午から午後１時までの時間を除く。

（２）公募実施権者は、疑義について説明を求められた場合は、疑義の申立の書面

を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を除く。）以内に、説

明を求めた者に対して書面により回答する。

（３）疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から３日（土、日及

び祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができ、公募実施権者は、

疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から３日（土、日及び祝日を除く。）

以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。

９ 応募に当たっての留意事項

（１）応募者は、応募に当たり次の各号について同意した上で応募するものとする。

ア 提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。

イ 正当な理由がなく資料を提出しなかった者、業態調査に協力しなかった又

は妨害した者の応募は無効とする。

ウ 審査後、資料に虚偽の記載が判明した場合、他の調達要求に係る公募又は

入札等を停止することができる。

エ 資料等の作成、提出及び説明会への参加並びに業態調査への協力に要する

費用は、応募者の負担とする。

オ 提出資料は、原則として返却しないものとする。

カ 提出書類は、他の目的に使用しない。

キ 提出資料に、受注の可否に影響のある変更が生じた場合は、速やかに報告

すること。

ク 当該調達品目については、公示時点で調達を予定しているものであり、今

後必ず調達があることを保証するものではない。

（２）資料等の提出に当たっては、製本等、過剰な編てつは不要とする。

（３）調達品目の仕様に関する問合せを、補給本部管理部契約課審査係に行うこと

ができる。

添付書類：別紙様式第１「参加表明書（記入例）」

     別紙様式第２「契約実績一覧表」

     別 表



別紙様式第１

○○．○○．○○

（記入例）

海上自衛隊補給本部管理部長  殿

○○○○○○㈱

代表取締役社長 ○○ ○○

参 加 表 明 書

令和２年度～令和４年度自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達（補本公示

０２－３第１２号（令和２年１月２４日））について、下記のとおり応募します。

記

番号 品目名 製造会社名

１ クレーン装置関連部品 株式会社福島製作所

添付書類：１ 資格審査結果通知書

２ 技術資料一式



別紙様式第２
契約実績一覧表

会社名：           

番号
契約
年度

契 約 件 名 契約番号 備 考

※① 過去５年間における受注実績を，契約年度順に記載する。
② 契約書又は請書の写しを添付すること。

③ 過去５年以内の別件の公募において、提出した資料がある場合は、備考欄に

当該公募案件の公募番号を記載すること。



別　表

番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

1 クレーン装置関連部品 株式会社福島製作所 デッキクレーン

2 検出器関連部品 ＩＭＶ株式会社 マスカー装置用検出器

3 制御機器部品
ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

艦内移送装置、軸ブレーキ装
置、舵取機

4
海洋生物付着防止装置関連部
品

ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

多用途支援艦用海洋生物付着
防止装置電装品

5
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

洋上給油装置制御盤、物資移
送装置制御盤

6 警報装置関連部品
ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

ベル、ブザー

7 検出器関連部品
ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

昇降機検出器

8 電磁弁関連部品
ＪＭＵディフェンスシス
テムズ株式会社

揚艇機、作業艇揚収装置

9 機関電装品
いすゞ自動車エンジン販
売株式会社

ＵＭ６型ディーゼル機関電装
品

10 制御機器部品 オリジン電気株式会社 直流電源装置用制御機器

11 スラスタ装置関連部品 かもめプロペラ株式会社
掃海艦、掃海艇用バウスラス
タ装置、スラスタ装置

12 プロペラ軸及び同関連部品 かもめプロペラ株式会社 プロペラ軸

13 プロペラ及び同関連部品 かもめプロペラ株式会社 プロペラ

14 補助推進装置関連部品 かもめプロペラ株式会社 補助推進装置

15
可変ピッチプロペラ装置及び
同関連部品

かもめプロペラ株式会社 可変ピッチプロペラ装置

16
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

カヤバシステムマシナ
リー株式会社

飛行甲板安全網装置制御装置

令和２年度～令和４年度
自衛艦等の艦船部品（製造）に係る物品調達　調達品目一覧表



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

17 警報装置関連部品
カヤバシステムマシナ
リー株式会社

エレベータ、中間歩板、艦尾
門扉

18 検出器関連部品
カヤバシステムマシナ
リー株式会社

昇降機電装品、舷側歩板、舷
側門扉

19 制御機器部品
カヤバシステムマシナ
リー株式会社

艦尾門扉

20 油圧装置関連部品
カヤバシステムマシナ
リー株式会社

門扉油圧装置

21 揚降装置関連部品
カヤバシステムマシナ
リー株式会社

エレベータ、歩板、艦尾門
扉、昇降機、揚艇機、舷側歩
板

22
１２Ｖ２５／２５型機関関連
部品

川崎重工業株式会社
１２Ｖ２５／２５型ディーゼ
ル機関

23
Ｍ１Ａ型ガスタービン機関関
連部品

川崎重工業株式会社 Ｍ１Ａ型ガスタービン機関

24
ＲＭ１Ｃ型ガスタービン機関
関連部品

川崎重工業株式会社 ＲＭ１Ｃ型ガスタービン機関

25
ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関
関連部品

川崎重工業株式会社 ＳＭ１Ａ型ガスタービン機関

26
ＳＭ１Ｃ型ガスタービン機関
関連部品

川崎重工業株式会社 ＳＭ１Ｃ型ガスタービン機関

27 減速装置及び同関連部品 川崎重工業株式会社 減速装置及び同関連部品

28 深海救難艇電池関連部品 川崎重工業株式会社 深海救難艇電池収納槽

29 潜水艦救難装置関連部品 川崎重工業株式会社 潜水艦救難装置

30 油圧装置関連部品 川崎重工業株式会社 潜水艦用油圧装置

31 航海灯信号灯制御盤 株式会社北澤電機製作所 航海灯信号灯制御盤

32
ＳＣＢＡ用空気充填装置関連
部品

シープレックス株式会社 ＳＣＢＡ用空気充填装置部品

33 艦内通信装置関連部品
ジェイ・アール・シー特
機株式会社

機械室交話装置送受信機



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

34 臨時燃料移送装置給油ポスト
ジャパンマリンユナイ
テッド株式会社

臨時燃料移送装置

35
Ｓ１２Ｖ２２ＺＥＡ型機関関
連部品

神鋼造機株式会社
Ｓ１２Ｖ２２ＺＥＡ型ディー
ゼル機関

36
Ｓ６１５、Ｓ６１７、Ｓ６１
８、Ｓ６２２型機関関連部品

神鋼造機株式会社
Ｓ６１５、Ｓ６１７、Ｓ６１
８、Ｓ６２２型ディーゼル機
関

37 機関電装品
ダイハツディーゼル株式
会社

６ＤＫＭ、８ＤＫ、Ｌ４Ｄ、
Ｌ６Ｄ、Ｍ６Ｄ２０型ディー
ゼル機関電装品

38
着艦諸装置作動状況表示装置
関連部品

東洋エレクトロニクス株
式会社

着艦諸装置作動状況表示装置

39
発着艦作業状況表示装置関連
部品

東洋エレクトロニクス株
式会社

発着艦作業状況表示装置

40
海洋生物付着防止装置関連部
品

トラテック株式会社
護衛艦用海洋生物付着防止装
置電装品

41 スラスタ装置及び同関連部品
ナカシマプロペラ株式会
社

スラスタ装置

42 プロペラ軸及び同関連部品
ナカシマプロペラ株式会
社

プロペラ軸

43 プロペラ及び同関連部品
ナカシマプロペラ株式会
社

プロペラ

44
可変ピッチプロペラ装置及び
同関連部品

ナカシマプロペラ株式会
社

可変ピッチプロペラ装置

45 発電機装置関連部品 西芝電機株式会社 非常発電機（２００ｋＷ）

46
指向型放水銃装置用赤外線カ
メラ関連部品

日本アビオニクス株式会
社

指向型放水銃装置

47 調理機器関連部品
日本コントロールス・カ
ンパニイ

各種調理機器部品

48 自動操舵装置関連部品 日本電気株式会社
自動操舵装置部品
ジョイスチック操舵装置電気
管制部

49 電磁弁関連部品 ビーエヌ精機株式会社 主空気圧縮機

50 艦橋情報表示装置関連部品 古野電気株式会社 艦橋情報表示装置



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

51
１６Ｖ４２Ｍ、１２Ｖ４２
Ｍ、８Ｌ４２Ｍ型機関関連部
品

三井造船株式会社
１６Ｖ４２Ｍ、１２Ｖ４２
Ｍ、８Ｌ４２Ｍ型ディーゼル
機関

52 回転機関連部品
三菱重工メカトロシステ
ムズ株式会社

回転機

53 観測補助装置関連部品
三菱重工メカトロシステ
ムズ株式会社

共用油圧補機管制装置

54
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

ミネベア株式会社
補給艦用制御機器モジュー
ル、プリント回路板

55 温水器関連部品 ムサシノ機器株式会社 温水器

56
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

ムサシノ機器株式会社 液面監視盤、電気式液面計

57 空気清浄機関連部品 ムサシノ機器株式会社 電気集じん器

58 検出器関連部品 ムサシノ機器株式会社 電気湯沸器

59 調理機器関連部品 ムサシノ機器株式会社 電気烹炊器、ライスボイラ

60 電熱器関連部品 ムサシノ機器株式会社 電熱器

61 機関電装品 ヤンマー株式会社
４ＣＨＬ、６ＣＨＬ－ＴＮ、６Ｈ
Ａ、６ＬＰＡ－ＳＴＰ、６ＬＹ、６
ＭＡ、ＮＦ、ＮＳ、Ｓ３６３型機関

62 調理機器関連部品 ワシオ厨理工業株式会社
電気湯沸器、コールドパン
テーブル

63 ディスポーザ関連部品 ワシオ厨理工業株式会社 ディスポーザ

64 各種調理器関連部品 ワシオ厨理工業株式会社 各種調理器

65 雑用湯沸器（缶）関連部品 ワシオ厨理工業株式会社 雑用湯沸器（缶）部品

66
艦船用モジュール及びプリン
ト基板

渦潮電機株式会社
艦船用モジュール、プリント
基板

67
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

横河電子機器株式会社 電気式舵制御装置



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

68 電気式舵制御装置関連部品 横河電子機器株式会社
電気式舵制御装置、統合艦橋
システム

69 電子部品 横河電子機器株式会社 電子部品

70
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

海洋電子工業株式会社 統合音声通信装置交換機

71 艦内通信装置関連部品 海洋電子工業株式会社
自動電話交換装置、統合艦内
音声通信装置端末機器

72 通話器関連部品 海洋電子工業株式会社 統合音声通信装置交換機

73
ＩＭ４００型ガスタービン機
関関連部品

株式会社ＩＨＩ

５０１－Ｋ３４型ガスタービンユ
ニット、ＩＭ４００－Ｋ３４型ガス
タービン機関減速装置、補機及び同
関連部品

74
ＬＭ２５００型ガスタービン
機関関連部品

株式会社ＩＨＩ
ＬＭ２５００型ガスタービン
機関

75
ＬＭ５００型ガスタービン機
関関連部品

株式会社ＩＨＩ
ＬＭ５００型ガスタービン機
関

76 ガスタービン機関電装品 株式会社ＩＨＩ
ＬＭ５００、ＬＭ２５００型
ガスタービン機関電装品

77 減速装置及び同関連部品 株式会社ＩＨＩ 減速装置及び同関連部品

78
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

株式会社ＩＨＩ
ガスタービン機関制御機器、
機関制御監視記録装置

79
艦船用電気式圧力発信器関連
部品

株式会社ＩＨＩ 艦船用電気式圧力発信器

80 吸気デミスタ及び同関連部品 株式会社ＩＨＩ 吸気デミスタ

81
吸気バイパスドア及び同関連
部品

株式会社ＩＨＩ 吸気バイパスドア

82 吸排気管装置及び同関連部品 株式会社ＩＨＩ 吸排気管装置

83
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

株式会社エヌゼットケイ
航空標識灯制御盤、水平灯動
揺安定装置

84 検出器関連部品 株式会社エヌゼットケイ ディーゼル機関電装品



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

85 水平灯関連部品 株式会社エヌゼットケイ
航空標識灯制御盤、水平灯動
揺安定器

86 制御機器部品 株式会社エヌゼットケイ
機関制御監視記録装置、潜水
艦用主制御盤

87 電子部品 株式会社エヌゼットケイ
機関制御監視記録装置、ガバ
ナ入力軸駆動装置、艦橋操縦
盤等

88 制御機器部品 株式会社共立機械製作所 舷梯電動ウインチ

89 電磁弁関連部品 株式会社共立機械製作所 ＲＣＳスクリーン電装品

90 回転機関連部品
株式会社サクション瓦斯
機関製作所

直流発電機、充電発電機

91 電磁弁関連部品
株式会社サクション瓦斯
機関製作所

炭酸ガス吸収装置（固定アミ
ン式）電装品

92 制御機器部品 株式会社ササクラ 造水装置制御機器

93 造水装置関連部品 株式会社ササクラ 造水装置

94 電磁弁関連部品 株式会社ササクラ 造水装置電磁弁

95 蓄電池関連部品
株式会社ジーエス・ユア
サテクノロジー

蓄電池

96 温水ボイラ燃焼装置関連部品
株式会社ダイトーテック
ス

温水ボイラ

97 制御機器部品 株式会社フジクラ 艦外受電箱、電路器具

98 汚物処理装置関連部品 株式会社五光製作所 汚物処理装置

99 検出器関連部品 株式会社五光製作所 汚物処理装置電装品

100 各種照明装置関連部品 株式会社高工社
配電盤、ガスタービン機関電
装品、蛍光放電灯

101 丸窓及び角窓部品 株式会社高工社 丸窓、角窓



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

102 各種スイッチ関連部品 株式会社鷺宮製作所
温度調整器、コントロール
モータ、冷暖房装置電装品

103 検出器関連部品 株式会社鷺宮製作所 流量スイッチ

104 電磁弁関連部品 株式会社鷺宮製作所
補助ボイラ電装品、電磁弁
（燃料）

105 冷暖房装置関連部品 株式会社鷺宮製作所 冷暖房装置電装品

106 電磁弁関連部品 株式会社三協製作所
真空ポンプユニット、炭酸ガ
ス吸収装置電装品等

107 各種調理器関連部品 株式会社三星厨機製作所 ディスポーザ

108 電熱器関連部品 株式会社三星厨機製作所 電気料理器

109 各種照明装置関連部品 株式会社湘南工作所
３０ｃｍ信号探照灯、４０ｃ
ｍ探照灯

110 信号灯関連部品 株式会社湘南工作所 信号灯

111 検出器関連部品 株式会社倉本計器精工所 ６Ｓ３０Ｂ型機関検出器

112 電磁弁関連部品 株式会社中北製作所
ガスタービン電装品、吸気バ
イパスドア制御装置（電磁弁
パネル）

113 空気圧縮機関連部品
株式会社田邊空気機械製
作所

空気圧縮機，往復式

114 電磁弁関連部品
株式会社田邊空気機械製
作所

空気圧縮機電磁弁

115 窓電装品
株式会社日本エレクト
リック・インスルメント

旋回窓，電動式

116 補助ボイラ関連部品
株式会社日本サーモエ
ナー

補助ボイラ

117 回転機関連部品 株式会社日立製作所
直流電動交流発電機、精密交
流電動交流発電機

118 制御機器部品 株式会社日立製作所
交流電動交流発電機、同期
盤、電動発電機制御盤、掃海
電源装置等



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

119
直流電動交流発電機・制御盤
部品

株式会社日立製作所 直流電動交流発電機・制御盤

120 回路しゃ断器 株式会社北澤電機製作所 主配電盤、動力分電箱

121 警報装置関連部品 株式会社北澤電機製作所 艦船用ブザー

122 検出器関連部品 株式会社北澤電機製作所
油量遠隔指示発信器、スイッ
チ箱、シンクロ通信器

123 制御機器部品 株式会社北澤電機製作所
速力・回転信号標識遠隔操作
装置、電池計測盤

124 回転機関連部品 株式会社明電舎 交流発電機

125 空気冷却器関連部品 株式会社明電舎 空気冷却器

126 制御機器部品 桑畑電機株式会社 艦外受電箱、分電箱

127 諸管装置等ぎ装部品 桑畑電機株式会社 端子

128 救難支援装置関連部品
三井Ｅ＆Ｓ造船株式会社
（旧：三井造船株式会
社）

救難支援装置

129
フィンスタビライザ装置関連
部品

三井造船株式会社
輸送艦用フィンスタビライザ
装置

130 監視用テレビ装置関連部品 三井造船株式会社 水中テレビジョン装置

131
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

三井造船株式会社 自動艦位保持装置

132 機関操縦盤関連部品 三井造船株式会社 機関操縦盤

133 制御機器部品 三井造船株式会社 デッキクレーン電装品

134 電磁弁関連部品 三井造船株式会社
固形廃棄物処理装置、電動ホ
イスト

135 電動ファン関連部品 三井造船株式会社 艦橋情報表示装置



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

136 制御機器部品 三菱化工機株式会社 油清浄機制御機器

137
ウォータージェット推進装置
及び同関連部品

三菱重工業株式会社エネ
ルギー・環境ドメイン

ウォータジェット推進装置及
び同関連部品

138 ６ＮＭＵ型機関関連部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

６ＮＭＵ型ディーゼル機関

139
Ｓ４Ｙ、Ｓ６Ｙ型機関関連部
品

三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

Ｓ４Ｙ、Ｓ６Ｙ型ディーゼル
機関

140
Ｓ６Ｕ、Ｓ８Ｕ、Ｓ１２Ｕ、
Ｓ１６Ｕ型機関関連部品

三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

Ｓ６Ｕ、Ｓ８Ｕ、Ｓ１２Ｕ、
Ｓ１６Ｕ型ディーゼル機関

141 回転機関連部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

回転機

142 機関電装品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

Ｓ４Ｙ、Ｓ６Ｕ、Ｓ６Ｙ、Ｓ８Ｕ、
Ｓ１２Ｕ、Ｓ１６Ｕ、６ＮＭＵ型
ディーゼル機関電装品

143 深海潜水装置関連部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

深海潜水装置

144 制御機器部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

指向型放水銃装置、応急監視
制御装置

145 電磁弁関連部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

各種電磁弁

146 監視テレビ装置関連部品
三菱重工業株式会社防
衛・宇宙ドメイン

監視テレビ装置

147
フィンスタビライザ装置関連
部品

三菱重工舶用機械エンジ
ン株式会社

護衛艦用フィンスタビライザ
装置

148 制御機器部品
三菱重工舶用機械エンジ
ン株式会社

ケーブル巻揚機

149 制御機器部品 三菱電機株式会社
発電機制御装置、応急監視制
御装置等

150
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

三菱電機株式会社 統合音声通信装置交換機

151 艦内通信装置関連部品 三菱電機株式会社 艦内通信装置

152
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

寺崎電気産業株式会社
応急監視制御装置、機関自動
監視記録装置



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

153 制御機器部品 寺崎電気産業株式会社 集中監視制御盤

154 配電盤部品 寺崎電気産業株式会社 主配電源盤

155 制御機器部品
小俣シャッター工業株式
会社

シャッタードア、シャッター
扉

156 機関電装品 新潟原動機株式会社
主発電機ディーゼル機側操作
盤、主機遠隔操縦盤

157 点滅信号灯装置関連部品 森尾電機株式会社 ＥＭＩ点滅信号灯

158 各種照明装置関連部品 森尾電機株式会社
信号探照灯（３０ｃｍ）、押
ボタンスイッチ

159 制御機器部品 森尾電機株式会社 主幹制御器

160 ガスタービン機関電装品 神鋼造機株式会社
ＧＸ－６２５型ガスタービン
機関電装品

161 機関電装品 神鋼造機株式会社
Ｓ６２２型ディーゼル機関電
装品

162 マスカー装置関連部品 瀬尾高圧工業株式会社 マスカー空気冷却器

163 ガスタービン機関電装品 川崎重工業株式会社
Ｍ１Ａ、ＳＭ１Ａ、ＳＭ１Ｃ
型ガスタービン機関電装品

164
機関制御監視記録装置関連部
品

川崎重工業株式会社 機関制御監視記録装置

165 吸排気管装置及び同関連部品 川崎重工業株式会社 吸排気管装置

166
スターリング機関発電装置関
連部品

川崎重工業株式会社 スターリング機関発電装置

167
可変ピッチプロペラ装置及び
同関連部品

川崎重工業株式会社
護衛艦用可変ピッチプロペラ
装置

168 吸気デミスタ及び同関連部品 川崎重工業株式会社 吸気デミスタ

169
吸気バイパスドア及び同関連
部品

川崎重工業株式会社 吸気バイパスドア



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

170 制御機器部品 川崎重工業株式会社
スノーケル自動運転装置、艦
内空気成分監視装置等

171 艦内通信装置関連部品 多治見無線電機株式会社
統合音声通信装置（電話
機）、ＯＢＡ用コードレス電
話機

172 制御機器部品 多摩川精機株式会社
電源操作盤、掃海艇用自動操
艦装置、艦橋操縦盤、可変
ピッチプロペラ

173 電熱器関連部品 大阪電熱工業株式会社 電気暖房器、電熱装置

174 ケーブル巻揚機関連部品 大生工業株式会社 ケーブル巻揚機

175 マスカー装置関連部品 大生工業株式会社
マスカー装置（主空気圧縮
機，ターボ式）

176 航海灯・信号灯関連部品 大石電機工業株式会社 航海灯、信号灯

177 点滅信号灯装置関連部品 大石電機工業株式会社 ＥＭＩ点滅信号灯

178 各種照明装置関連部品 大石電機工業株式会社
点滅信号灯電けん、航海灯信
号灯制御盤

179 艦外受電箱関連部品 大石電機工業株式会社 艦外受電箱（相順検定灯付）

180 制御機器部品 大石電機工業株式会社 特殊照明灯（無影灯）医務室

181 回転機関連部品 大洋電機株式会社
交流発電機、交流電動機、起
動電動機

182 監視用テレビ装置関連部品 池上通信機株式会社 監視テレビ装置

183 計器部品 長野計器株式会社 計器

184 通話器関連部品 長野日本無線株式会社 艦橋コードレス電話装置

185
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

東京計器株式会社
艦橋情報表示装置用モジュー
ル、プリント回路板

186 艦内情報処理装置関連部品 東京計器株式会社 艦橋情報表示装置



番
号

品目名 製造会社名 備考（代表的な適用機器）

187 軸系装置部品 東京計器株式会社 可変ピッチプロペラ装置

188 電磁弁関連部品 東京計器株式会社 進入角・水平指示灯

189 回転機関連部品
東芝三菱電機産業システ
ム株式会社

交流発電機、推進電動機、潜
水艦用主電動機装置

190 制御機器部品
東芝三菱電機産業システ
ム株式会社

電源監視制御盤等表示装置（ディジ
タル表示器）、映像共有化サーバ、
潜水艦用主制御盤

191
スターリング機関発電装置関
連部品

東洋エレクトロニクス株
式会社

スターリング機関発電装置

192 応急監視制御盤部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

応急監視制御盤

193 艦内情報処理装置関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

機関自動監視記録装置

194 艦内通信装置関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

統合音声通信装置（電話機）

195 検出器関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

漏水散水検出器、ディーゼル
機関電装品、主軸回転数検出
器

196 制御機器部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

シップコンディションコント
ロールコンソール

197 通話器関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

統合音声通信装置端末機器

198 電気式回転計関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

電気式回転計

199 電磁弁関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

補助ボイラ電装品

200 内燃機関計測装置関連部品
東洋エレクトロニクス株
式会社

内燃機関計測装置

201
４００Ｈｚ電力変換装置関連
部品

日新電装株式会社 ４００Ｈｚ電力変換器

202 艦内通信装置関連部品 日本海洋株式会社
艦内通信装置（水中テレビ
ジョン装置）

203
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

日本光機工業株式会社
航海灯・信号灯表示盤、制御
盤（点滅速力信号灯用制御
器）



番
号
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204 信号灯関連部品 日本光機工業株式会社
航海灯及び信号灯、点滅速力
信号灯

205 艦船用航海灯関連部品 日本船燈株式会社 艦船用航海灯

206 制御機器部品 日本電気株式会社 ＣＩＰ制御機器

207 外部電源防食装置関連部品 日本防蝕工業株式会社
外部電源防食装置、軸接地装
置

208 警報装置関連部品 能美防災株式会社 火災警報装置

209 回転機関連部品 富士電機株式会社 潜水艦用主電動機装置

210 制御機器部品 富士電機株式会社
潜水艦用主制御盤、インバー
タ盤

211
艦船用モジュール及びプリン
ト回路板

明陽電機株式会社 電気式圧力発信器

212 検出器関連部品 明陽電機株式会社 ガスタービン機関電装品

213
ヘリコプタ格納庫シャッタド
ア

小俣シャッター工業株式
会社

シャッター装置


