
 

 

購 入 仕 様 書 

 

水  産  庁 

 

１．品   名：特殊装備品 

 

２．仕様・規格：別表のとおり 

 

３．数   量：別表のとおり 

 

４．納 入 期 限：令和４年３月２５日 

 

５．納 入 場 所：水産庁漁業取締船及び水産庁漁業調整事務所 

（納入数量及び時期は、契約後停泊港等が確定次第指示する。） 

 

６．そ の 他： 

（１）納入については、特殊装備品内訳書に基づき、各船舶、各漁業調整 

事務所等毎に分けて納品とする。なお、特殊装備品内訳書については 

契約後に配布とする。 

（２）受注にあたって知り得た事項については、外部に漏らさないこと。 

また、秘密保全に係わることは、担当職員の指示に従うこと。 

（３）詳細事項及び本仕様書に定めのない事項、また疑義が生じた場合は、 

担当職員と協議の上で対応すること。 



（別表）

品　　　　　名 品　　番 仕　　　　　　様

音響閃光弾(一体型) NT-7290M

直径38.1mm
全長136.5mm
重量420g
火薬量8g
本体素材：ｽﾁｰﾙ
ﾀｲﾌﾟ：手投げ使い捨て、単発、ﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式
起爆時間：1.5±0.3秒
音響：175ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
光量：850万ｶﾝﾃﾞﾗ
※火薬類販売営業許可を所有すること。
※販売火薬の種類に当該製品が含まれていること。
※火薬庫を所有していること。

16 組

訓練用音響閃光弾 NT-7290TM

直径38.1mm
全長136.5mm
重量420g
火薬量8g
本体素材：ｽﾁｰﾙ
ﾀｲﾌﾟ：手投げ使い捨て、単発、ﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式
起爆時間：1.5±0.3秒
音響：175ﾃﾞｼﾍﾞﾙ
光量：850万ｶﾝﾃﾞﾗ
※火薬類販売営業許可を所有すること。
※販売火薬の種類に当該製品が含まれていること。
※火薬庫を所有していること。

16 組

訓練用音響閃光弾用
ヒューズ

NT-M201TM

全長　10.7㎝
全重量　81.7ｇ
全薬量　0.45ｇ(信管)
タイプ　手投げ使い捨て、レバーロック式
起爆時間　1.5秒+0.03秒
放出量　120デシイJt.約1.6m距離計測
本体素材　青色素ポリマーコーティングの亜鉛
レバー素材　耐腐食コーテインクスチール
安全対策　二重
第一安全装置　コッタピン付きの引手リング.
第二安全装置　引手リング.の固定フリップ

10 個

発射装置用着色弾
(黄)

NT-D216Y1改

着色弾発射装置（NT-FM63）の弾頭として使用できるブライ
ンドボール(黄色)
寸法　直径72mm
重量　約一個170g
外観　無色透明球型
プラインドポール形状　黄色蛍光色液体状

78 個

発射装置用着色弾
(赤)

NT-D216R1改

着色弾発射装置（NT-FM63）の弾頭として使用できるブライ
ンドボール(赤色)
寸法　直径72mm
重量　約一個171g
外観　無色透明球型
プラインドポール形状　赤色蛍光色液体状

55 個

発射装置用着色弾
(水入練習用)

NT-D216Y改P

着色弾発射装置（NT-FM63）の弾頭として使用できるブライ
ンドボール(水入り)
寸法　直径72mm
重量　約一個172g
外観　無色透明球型
プラインドポール形状　水入り液体状

10 個

ブラインドボール(黄)
（２個入り）

NT-D216Y

寸法：72㎜φ
重量：約170g
外観：無色透明球型
粘度：BL回転粘度計　25℃で　100mPa※ｓ
形状：蛍光色液体状　黄色蛍光色液体状

159 箱

数　　量



品　　　　　名 品　　番 仕　　　　　　様 数　　量

ブラインドボール(赤)
（２個入り）

NT-D216R

寸法：72㎜φ
重量：約170g
外観：無色透明球型
粘度：BL回転粘度計　25℃で　100mPa※ｓ
形状：蛍光色液体状　赤色蛍光色液体状

35 箱

ブラインドボール（２
個入り）(水入練習用)

NT-D216YP

寸法：72㎜φ
重量：約170g
外観：無色透明球型
粘度：BL回転粘度計　25℃で　100mPa※ｓ
形状：蛍光色液体状　水入り液体状

10 箱

防弾防刃救命衣 NT-R2011

防弾素材：高強度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ（肩・首部除）
防刃素材：高張力ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ（肩・首部除）
外衣：黒または濃紺
胴体部（前面）重さ約2.55Kg
喉首部　各ｻｲｽﾞ共通約0.20Kg
左胸及び背部中央に「水産庁」の文字入り
ﾄｶﾚﾌ高速弾を至近距離にて耐弾（肩・首部除く）
耐刃性能25ｼﾞｭｰﾙ
浮力体能力9.0kg以上
※日本国内にて納入実績と耐弾実験実証済のこと。

36 着

Ｍ 5

Ｌ 31

プロテクター(肘) NT-X702
熱可塑性ｳﾚﾀﾝ
EVA高密度ﾌｫｰﾑｺｰﾃﾞﾗﾅｲﾛﾝ

26 組

プロテクター(膝) NT-X703B
熱可塑性ｳﾚﾀﾝ
EVA高密度ﾌｫｰﾑｺｰﾃﾞﾗﾅｲﾛﾝ

26 組

個

構成：帽体、ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ、防石面
寸法：高さ300✕幅255✕奥行き310mm
重量：約1,290g
材質：帽体・ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ・防石面（ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ射出成型）
分子量：帽体・ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ（24,000以上）
分子量：防石面（25,000以上）
色調：濃紺
視界透過率80＆以上（JIS　T8141遮光保護具）
歪み解像度ANZI Z87基準
防石面は防曇性能を有し面体曇りだすまでの時間2分以上
ｱｲｿﾞｯﾄ衝撃強さ637J/m以上
  曲げ弾性率1687MPa以上耐側圧性能試験
JIS-T-8131：2000産業安全帽規格の任意要件(5.2.2及び
6.81～6.8.2)に適合すること。
性能基準：最大側面変形は、40mmを超えず、かつ2度目の
30Nにおける残留側面変形は15mmを超えないこと。
あごひも性能試験
 JIS-T-8133：2000ﾊｰﾌ形乗車用及びｽﾘｰｸｫｰﾀｰｽﾞ形乗車
帽規格(4.3及び7.1.5)に適合すること。
 性能基準：試験したとき、取り付け箇所から外れたり、損傷
がなく、かつ、伸びが25mm以上あってはならないこと。
 ﾛｰﾙｵﾌ性能試験
  JIS-T-8133：2000　乗車用安全帽規格(5.6.1～5.6.4)に適
合すること。
性能基準：試験後、ﾍﾙﾒｯﾄが人頭模型から脱げ落ちないこ
と。
難燃性能試験
JIS-T-8131：2000　産業用安全規格(5.1.3及び6.7.1～6.7.3)
に適合すること。
性能基準：帽体を炎から遠ざけた後、5秒以上炎を発して燃
え続けてはならないこと。

NT-CG１0新型防護ヘルメット 26

偽装耐刃手袋 NT-14

材質：耐刃素材（ｽﾍﾟｸﾄﾗ＋ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ）
材質：表面（ｴﾝﾎﾞｽ黒色）
※公益財団法人　日本繊維検査協会の試験証明書がある
こと。

双



品　　　　　名 品　　番 仕　　　　　　様 数　　量

特殊警棒 NT-S510

形式：三段伸縮式
材質：高張力ｼﾞｭﾗﾙﾐﾝ
長さ：230～530㎜
重量：275g
付属品：革製収納ｹｰｽ

29 本

透明楯 NT-1330BT

ﾄｶﾚﾌ高速弾を至近距離において複数耐弾が可能。
厚さ：25mm以下
サイズ縦70㎝✕横36㎝
重さ：6,500g

1 個

刺股 NT-S540

伸張時（全長）：2,260㎜、
縮小時（全長）：1,050㎜、
先端部（Ｕ）ﾊﾟｲﾌﾟ部：450✕240✕16φ、
重量：約1,590g
材質：制圧部：ｽﾃﾝﾚｽ、握り部：ｱﾙﾐﾆｳﾑ(ﾛｰﾚｯﾄ加工施す）
表面加工：ｱﾙﾏｲﾄ加工
色調：ｼﾙﾊﾞｰ、三段伸縮式

1 本

着色弾発射装置 NT-FM63

口　径：63mm
銃身長：450mm
全　長：910mm
重　量：4.0kg
発射方式：高圧空気式
装填方式：ﾎﾟﾝﾌﾟ式
充填空圧：90～140kgf/㎠
充填量：90㎤

1 台

着色弾発射装置用ボ
ンベ

NT-FM63B 上記発射装置使用に必要な高圧空気ﾎﾞﾝﾍﾞ 2 本

アームガード NT-13 ケプラー製 26 組

手錠（大） NT-S561 カーボンスチール製 7 個

手錠カバー NT-X564 ポリエステル65%綿35％ 2 個

ナイロン手錠ポーチ NT-X563 ナイロン100% 7 個

ロープ（手錠連行用） NT-X565
ナイロン＋ワイヤー入製
アイスプライス加工
全長9m、直径6mm

5 本

スタンガン NT-magX50
電源：9Vｱﾙｶﾘ電池×2、重量：200g、
サイズ：155×65×32㎜、
電圧500,000Ｖ安全ｽｲｯﾁ、専用収納ﾎﾙｽﾀｰ付属

1 個
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