
公告第４２１号 
令和４年９月２８日 

支出負担行為担当官 
防衛大学校総務部長   三原 祐和 

 
公        告 

 

下記により入札を実施するので、防衛大学校における「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。 

 
記 
 

１ 入 札 方 式            一般競争入札 
 
２ 入 札 日 時            令和４年１０月１４日（金） ０９時００分 

 
３ 入 札 場 所          防衛大学校本館１階 入札室 
 
４ 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年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＡ、Ｂ、Ｃ

又はＤの等級に格付けされ関東・甲信越地域の参加資格を有する者であること。 
             (4)  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。）又は防

衛大学校長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措
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) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 
 
５ 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８パーセントに相当する額を加算し

た金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である
か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１００／１０８に相当する金額を入札書に
記載すること。 

 
６ 保証金に関する事項 (1) 入札保証金及び契約保証金  免除 

(2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額（入札書に記載した金額の１０８／１００に相当す 
る金額）の５／１００に相当する金額を違約金として徴収します。 

 
７ 入 札 の 無 効            (1) ４の参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札。 

(2) 郵便入札の場合、期限までに入札書が到着しなかった場合。 
 
８ 契約書作成の有無  契約金額が１５０万円を超える場合は契約書を、１５０万円を超えない場合は契約書又は請書のい 

ずれかを作成するものとする。ただし、契約金額が５０万円未満の契約を行う場合は、契約書及び 
請書、いずれの作成を省略することができる。 

 
９ 契 約 条 項          売買契約条項・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 
           食中毒発生に関する特約条項（No.67～72） 

   
10 入札に付する事項 

調達要求番号 品      名 規格・数量 納  地 契 約 期 間 そ の 他 

５５ 
むきえび 外 
（単価契約） 

糧食品購入要求書
のとおり 

防衛大学校 

令和 4年 11月 1日～令
和 4年 11月 30日 
（１ヶ月もの） 

令和 4年 11月 1日～令
和 4年 12月 31日 
（２ヶ月もの） 

令和 4 年 10 月 13 日
（木）までに全省庁
統一資格の写しを提
出すること。 

11 そ の 他          
(1） 下請負について 

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。 

(2)  郵便入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、入札書を内封筒に入れ、会社名、入札日時、件名及び入札書
在中と朱書きにより明記し、書留、配達記録等にて、令和 4年 10月 13日（木）12時 00分（必着）までとする。宛先に
は担当者名（下部参照）を記載すること。また、発信者の責により到着の確認を行うこと。 

(3)  見本提出品目については、令和 4年 10月 6日（木）11時 00分までに見本を提出し承認を得ること。 

(4) 同等品により入札を希望するものは、令和 4年 10月 6日（木）11時 00分までに栄養士に同等品の承認を得ること。 

(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い合わせ先 



防衛大学校総務部会計課経理室調達係（担当：浦野）  TEL 046-841-3810（内線 2054･2055） FAX 046-841-2437 



連 絡 先

見 積（入札）書

調達要求番号 55

品　　　　　　名 単 位 契　約　単　価 規　　　　　　格

登録番号 見積書有効期限

　契約単価欄には、見積もった契約金額の100/108(消費税抜)に相当する金額を記入します。

　「入札及び契約心得」を承諾のうえ上記金額をもって見積り（入札）します。

　　なお次の条項により誠実に履行致します。

　１．契 約 期 間　 　令和4年11月1日～令和4年11月30日

　２．納 　 　 地 　　防 衛 大 学 校

　３．納 入 条 件 　　指示の都度納入いたします。

　４．納 入 数 量 　　上記の単価で精算し納入数量に変更があっても損害の

　　　　　　　　　　　賠償の請求はいたしません。

令和4年10月14日

支出負担行為担当官

防衛大学校総務部 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名



内訳書1

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

1 むきえび
No.481(見) 1ポンド５１〜６０尾 ホワイト・ピンクの
み

kg 58.0

2 鯖切身 No.500(見) 1切120〜125g kg 229.0

3 ホタテ貝柱 No.518(見) Ｓサイズ kg 6.0

4 生鮭 No.494(見) 1切120〜125g kg 9.0

5 あさりむき身
No.516(見) 生又は生の冷凍 生産国・賞味期限
記載

kg 55.0

6 キングサーモン No.499(見)1切120〜125g ｶﾅﾀﾞ産又はﾉﾙｳｪｰ産 kg 229.0

7 ちりめんじゃこ カタクチイワシの幼魚中型粒揃・乾燥良好（見） kg 25.0

8 塩鮭 No.495(見) 1切110〜115g 紅鮭のみ kg 211.0

9 かじき切身 No.486(1)(見)　1切120〜125g kg 229.0



内訳書2

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

10 レタス
No.633(見)芯の切口が赤色の物不可外側の赤
みかかっている皮除去

kg 1,064.0

11 きゅうり No.596S〜Ｍサイズ 上限170ｇとする kg 1,127.0

12 きゃべつ No.594 1個1.2〜1.8ｋｇ (見) kg 604.0

13 千切りきゃべつ
真空ﾊﾟｯｸ1㎏以上入　（見）厚さ1㎜冷蔵期限表示
原材料国産

kg 790.0

14 にんじん No.618国内産 kg 934.0

15 たまねぎ No.610(見) 国内産 1個190g～350gの物 kg 2,206.0

16 馬令薯
No.639Ｌサイズのみ1個200g以下メークインのみ
(見)

kg 681.0

17 長ねぎ
No.614国内産厚さ均一Lｻｲｽﾞ以下の物1本200g
以下

kg 1,025.0

18 しょうが No.604 kg 27.9

19 ピーマン No.623 kg 151.0

20 ごぼう No.597国内産　(見) 洗いごぼうのみ kg 273.0

21 白菜 No.621霜などによる変色部分はむいてくること kg 302.0

22 だいこん
No.607青葉付き（見）１本1㎏～2㎏の物下部カッ
ト品不可

kg 1,080.0

23 もやし No.630 kg 507.0

24 えのき茸 No.590 kg 32.0

25 かぶ
No.592(見)　葉は完全切断葉の部分は土等付着
ない物

kg 62.0

26 にら No.617 kg 199.0



内訳書3

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

27 パセリ
No.622茎の切り口がぬめり等ないもの水気の多
い物不可

kg 10.4

28 セロリ No.606 kg 58.0

29 青みつば No.584(見)水気の多いもの不可 kg 10.6

30 甘藷 No.640直径５ｃｍ前後 ３００〜５００ｇ kg 3.0

31 青じそ No.589１枚１ｇとする kg 9.3

32 中国菜 No.611 kg 174.0

33 プチトマト No.625(見)国内産のみ 1個１１ｇ以上の物 kg 79.0



内訳書4

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

34 豚ロース肉Ａ No.415（見）脂身偏りのない物1牧120～125g kg 456.0

35 豚ロース肉Ｂ No.419（見）スライス kg 868.0

36 豚中肉 No.416(見) スライス kg 240.0

37 豚もも肉 No.418(見) kg 422.0

38 豚ひき肉 No.417(見)脂肪１０％以下 kg 92.0

39 牛中肉 No.412(見) スライス kg 220.0

40 牛ひき肉 No.413(見) 脂肪１０％以下 kg 111.0

41 細切り牛ロース肉 No.411同等品（見）細さ8～10㎜ｶｯﾄのもの kg 181.0

42 鶏もも肉 No.420（見） kg 728.0

43 手開き鶏もも肉 No.425（見） kg 749.0

44 鶏正肉 No.422（見） kg 73.0

45 鶏ひき肉 No.424（見） kg 82.0

46 ロースハム
No.442(見)冷蔵品のみとする解凍した冷蔵品は
不可

kg 414.0

47 ベーコン
No.426(見)冷蔵品のみとする解凍した冷蔵品は
不可

kg 199.0

48 ウインナーソーセージ
No.428(見)冷蔵品のみとする相模ハムあらびき
ウィンナーも可

kg 250.0

49 卵 No.391 kg 284.0

50 牛ロース肉 No.411(見) kg 219.0



内訳書5

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

51 白菜朝鮮漬
No.775(見)業務用　国産野菜使用長さ4㎝幅3㎝
以内のｶｯﾄ

kg 109.0

52 胡瓜朝鮮漬 No.749(見) 浅漬けのみ kg 110.0

53 冷凍スティック型大学芋 1袋500g以上入（見）白砂糖使用ｺﾞﾏ付不可 袋 129.0

54 冷凍豚ヒレカツ
メーカー名記載三元豚使用１枚４０ｇ以上の物
（見）

kg 162.0

55 生揚 No.322(見)バラ納品のみ個別パック加工不可 kg 218.0

56 飲むヨーグルト メグミルク又は明治（見）1個190～200g入 個 1,831.0

57 生クリーム No.344 ℓ 74.0

58 惣菜パンＡ
ソーセージ40g以上入ﾊﾟﾝマヨネーズ風味100g以
上（見）

個 1,783.0

59 菓子パンＦ
ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ粒あん＆ﾏｰｶﾞﾘﾝｻﾝﾄﾞﾊﾟﾝ1個90g以上
（見）

個 1,783.0

60 菓子パンＨ ダブルクリームパン1個90g入以上（見） 個 1,783.0

61 惣菜パンＣ 常温品　焼きそばサンドパン1個120g以上（見） 個 1,783.00

62 菓子パンＫ チョコチップメロンパン1個90g以上（見） 個 1,793.0

63 菓子パンＮ
長いスティックﾊﾟﾝ90g以上長さ25㎝以上クリーム
入（見）

個 1,783.0

64 惣菜パンＤ カレーパン1個90g以上揚げパン生地（見） 個 1,783.0

65 菓子パンＭ
スポンジ生地クリームパンｸﾘｰﾑｻﾝﾄﾞ1個90g以上
（見）

個 1,783.0

66 ピザ用ナチュラルチーズ 業務用　ミックスチーズ１ｋｇ入（見） kg 28.0



内訳書6

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

67 ミックス丼弁当 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,765.0

68 麻婆丼弁当 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,810.0

69 幕の内弁当Ｄ 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,831.0

70 幕の内弁当Ｂ 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,810.0

71 幕の内弁当Ｆ 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,831.0

72 かつ丼弁当 規格は別紙のとおり又は同等品（見） 個 1,810.0



連 絡 先

見 積（入札）書

調達要求番号 55

品　　　　　　名 単 位 契　約　単　価 規　　　　　　格

登録番号 見積書有効期限

　契約単価欄には、見積もった契約金額の100/108(消費税抜)に相当する金額を記入します。

　「入札及び契約心得」を承諾のうえ上記金額をもって見積り（入札）します。

　　なお次の条項により誠実に履行致します。

　１．契 約 期 間　 　令和4年11月1日～令和4年12月31日

　２．納 　 　 地 　　防 衛 大 学 校

　３．納 入 条 件 　　指示の都度納入いたします。

　４．納 入 数 量 　　上記の単価で精算し納入数量に変更があっても損害の

　　　　　　　　　　　賠償の請求はいたしません。

令和4年10月14日

支出負担行為担当官

防衛大学校総務部 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名



内訳書1

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

73 冷凍牛もつカット
ﾒｰｶｰ名記載1㎏入ボイル済みバラ凍結　脂身付
（見）

kg 200.0

74 冷凍鶏竜田揚げ塩味
ﾒｰｶｰ名記載　１ｋｇ入り（見）1個25～35g油調済
完全加熱

袋 800.0

75 冷凍カットもろへいや
自然解凍品可能　バラ凍結メーカー名記載1袋
500ｇ入（見）

kg 100.0

76 炊き込み用ひじき御飯の素
２升米炊込み用ﾒｰｶｰ名記載１ｋｇ入以上鶏肉使
用（見）

kg 40.0

77 冷凍輪切いか No.1296（見）輪切りカットのみ kg 150.0

78 辛子明太子チューブ入り
パック

大冷又はﾏﾙﾊﾆﾁﾛ同等品冷凍品1ﾊﾟｯｸ500ｇ入以
上（見）

ﾊﾟｯｸ 100.0

79 紅生姜 No.780(見) kg 30.0

80 ナタデココ No.874(見) 国内製造品のみ 800g〜1200g入り kg 150.0

81 プレーンヨーグルト No.343(見) ℓ 300.0

82 エビフライ
テーブルマーク又は日本食研同等品（見）冷凍
パン粉付き　1本50ｇ以上

kg 300.0

83 ＬＬウーロン茶 No.1202（見）200ｍｌ～300ml入 個 3,000.0



内訳書2

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

84 強化米 No.8 kg 40.0

85 胡麻油 No.70 （見）1650gペットボトル入 kg 19.8

86 いちごジャム No.134(見) 個 5,000.0

87 和辛子 No.77 kg 4.0

88 ドレッシング No.113(見)味の素も可 ℓ 100.0

89 トマトピューレ No.116(見) kg 80.0

90 トマトクーリ №１１１２（見） 缶 150.0

91 中華スープの素 No.91 (見)理研は中華スープストックのみ kg 50.0

92 白胡麻 No.176(見)焙煎加工　炒り胡麻仕様 kg 20.0

93 きくらげ No.190(見) かしい又は信明商事同等品 kg 15.0

94 粉チーズ No.369(見) 個 200.0

95 パイン缶 No.204チビットカットのみ１号缶（見） kg 420.0

96 みかん缶 No.205 kg 420.0

97 うずら卵水煮缶
№２１４同等品サビ無い物他メーカーも可１号缶
のみ（見）

缶 100.0

98 タバスコ No.126 個 150.0

99 アセロラドリンク No.272 個 4,500.0

100 酢豚用ソース №１１２６（見）１本９００～１２００ｍｌ ℓ 100.0



内訳書3

No 品　　名 規格 単位 予定
数量

単価

101 黄桃レトルトパウチ
天狗・はごろも同等品カット品総量１５００ｇ固形１
ｋｇ入（見）

個 200.0

102 小袋ふりかけＢ №１１３１（見） 個 2,000.0

103 キムチの素 №１１０５（見） 本 70.0

104 しょうが焼きのたれ №１１１１（見） 本 80.0

105 中華ドレッシング
味の素・ケンコー・ミツカン同等品１ℓ入ノンオイル
不可（見）

ℓ 100.0

106 山賊焼風のたれ
日本食研山賊焼たれ２ｋｇ入又はダイショースパイ
シー焼のたれ２ｋｇ入

本 30.0

107 もつ鍋の素 日本食研又はエバラ同等品１本１ℓ入り（見） ℓ 200.0

108 海藻ミックス №１１３３（見） 個 80.0

109 ガーリックバター正油ソース
メーカー名記載１２００ｇ入以上鶏脂入１ℓボトル
ハーブエキス（見）

本 120.0

110 ココナッツミルク缶 №２５６（見） 個 50.0

111 ユーリンチー用ソース エバラ・ミツカン同等品１本１１００ｇ入以上（見） 本 100.0

112 パックソース No.66(見) 個 40.0

113 レトルト飯Ｄ №１５００（見） 個 700.0

114 レトルト飯Ｅ
レトルトパウチ３５０ｇ入以上カレーピラフ風味御飯
（見）

個 2,000.0

115 焼鳥＆たまご缶
ホテイ又は宝幸同等品プルトップ缶１個８０～９０ｇ
入（見）

個 1,200.0



防大　管理施設課　栄養士殿 令和４年

魚 その他 その他
NO 品名 見本 NO 品名 見本 NO 品名 見本
1 むきえび 51 白菜朝鮮漬 73 冷凍牛もつカット
2 鯖切身 52 胡瓜朝鮮漬 74 冷凍鶏竜田揚げ塩味
3 ホタテ貝柱 53 冷凍スティック型大学芋 75 冷凍カットもろへいや
4 生鮭 54 冷凍豚ヒレカツ 76 炊き込み用ひじき御飯の素
5 あさりむき身 55 生揚 77 冷凍輪切いか
6 キングサーモン 56 飲むヨーグルト 78 辛子明太子チューブ入りパック
7 ちりめんじゃこ 58 惣菜パンＡ 79 紅生姜
8 塩鮭 59 菓子パンＦ 80 ナタデココ
9 かじき切身 60 菓子パンＨ 81 プレーンヨーグルト

野菜 61 惣菜パンＣ 82 エビフライ
NO 品名 見本 62 菓子パンＫ 83 ＬＬウーロン茶
10 レタス 63 菓子パンＮ 85 胡麻油
12 きゃべつ 64 惣菜パンＤ 86 いちごジャム
13 千切りきゃべつ 65 菓子パンＭ 88 ドレッシング
15 たまねぎ 66 ピザ用ナチュラルチーズ 89 トマトピューレ
16 馬令薯 67 ミックス丼弁当 90 トマトクーリ
20 ごぼう 68 麻婆丼弁当 91 中華スープの素
22 だいこん 69 幕の内弁当Ｄ 92 白胡麻
25 かぶ 70 幕の内弁当Ｂ 93 きくらげ

野菜 71 幕の内弁当Ｆ 94 粉チーズ
NO 品名 見本 72 かつ丼弁当 95 パイン缶
29 青みつば 97 うずら卵水煮缶
33 プチトマト 100 酢豚用ソース

肉 101 黄桃レトルトパウチ
NO 品名 見本 102 小袋ふりかけＢ
34 豚ロース肉Ａ 103 キムチの素
35 豚ロース肉Ｂ 104 しょうが焼きのたれ
36 豚中肉 105 中華ドレッシング
37 豚もも肉 107 もつ鍋の素
38 豚ひき肉 108 海藻ミックス
39 牛中肉 109 ガーリックバター正油ソース
40 牛ひき肉 110 ココナッツミルク缶
41 細切り牛ロース肉 111 ユーリンチー用ソース
42 鶏もも肉 112 パックソース
43 手開き鶏もも肉 113 レトルト飯Ｄ
44 鶏正肉 114 レトルト飯Ｅ
45 鶏ひき肉 115 焼鳥＆たまご缶
46 ロースハム
47 ベーコン
48 ウインナーソーセージ
50 牛ロース肉

業　　　社　　　名

下記、○印のとおり見本を提出します。　 10/14入札分　見本提出リスト（1/1）


