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入札者に要求される事項 この入札に参加
を希望する者は、入札説明書で示した入札参
加のために必要な書類を平成31年３月７日17
時00分までに提出しなければならない。また、
入札者は、開札の前日までの間において支出
負担行為担当官から当該書類に関し説明を求
められた場合は、それに応じなければならな
い。
６ Summary (No. 2)
, ,  The same with the Notice above
(No. 1)
 Classification of the services to be pro‑
cured : 57
 Nature and quantity of the services to be
required : Mailing agency business of out‑
line of revision of the withholding tax etc 1
set.
 Fulfillment period : Refer to the Tender
explanation.
 Qualifications for Participating in the
tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall ; , , ,  The same
with the Notice above (No. 1)
 Have Grade A or B in Offer of ser‑
vices etc. in terms of the qualification for
participating in tenders by Organizations
in Kanto‑Koshinetsu area related to Min‑
istry of Finance (Single qualfication for
every ministry and agency) in the fiscal
years 2016, 2017 and 2018.
 Time‑limit for Tender : 17 : 00, 8 March
2019.
 Contact point for the notice : Kouhei
Komori Procurement Section, Accounts Di‑
vision, Kanto‑Shinetsu Regional Taxation
Bureau, 11 Shintoshin Chuo‑ku Saitama‑
shi, Saitama‑ken 3309719 Japan. TEL
0486003111 ex. 2123
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 88
 購入等件名及び数量 法人税確定申告用紙
等の封入業務（Ａグループ及びＢグループ）
一式

、、は、第１号の１、、に同じ。
 履行期間 平成31（2019）年４月１日から
平成32（2020）年３月31日までの間
２ 競争参加資格
から、、は、第１号の２から、、
に同じ。
 事前に当局から「作業場等届出書」の承認
を受けた者であること。
３ 入札書の提出場所等
は、第２号の３に同じ。
は、第１号の３に同じ。
 作業場等届出書の受領期限 平成31年３月
４日17時00分
 入札書の受領期限 平成31年３月12日17時
00分（送付による場合は、必着のこと。）
ただし、入札書を持参する場合は、開札の
日時の30分前までとする。
 開札の日時及び場所 平成31年３月13日10
時00分（Ａグループ）平成31年３月13日11時
00分（Ｂグループ）関東信越国税局20階入札
室
４は、第１号の４に同じ。
５ その他
、、からは、第１号の５、、か
らに同じ。
 入札者に要求される事項 この入札に参加
を希望する者は、入札説明書で示した入札参
加のために必要な書類を平成31年３月11日17
時00分までに提出しなければならない。また、
入札者は、開札の前日までの間において支出
負担行為担当官から当該書類に関し説明を求
められた場合は、それに応じなければならな
い。
６ Summary (No. 3)
, , ,  The same with the Notice
above (No. 1).
 Classification of the services to be pro‑
cured : 88
 Nature and quantity of the services to be
required : Enclosure of Corporation Tax
Returns (group A and B) 1 set.
 Fulfillment period : From 1 April 2019 th‑
rough 31 March 2020.
 Time‑limit for Tender : 17 : 00, 12 March
2019 in case of by mail : 9 : 30, 13 March
2019 in case of by hand. (group A) Time‑

limit for Tender : 17 : 00, 12 March 2019 in
case of by mail : 10 : 30, 13 March 2019 in
case of by hand. (group B)
 The same with the Notice above (No. 2).
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 75、78
 購入等件名及び数量 関東信越国税局が管
理する合同庁舎における施設管理・運営業務
（区分１〜４）一式
、は、第１号の１、に同じ。
は、第２号の１に同じ。
 入札方法 入札は、各区分毎に順次行う。
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％に相当する額を加算し
た金額（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108分の100に相当する金額を入
札書に記載すること。
２ 競争参加資格
からは、第１号の２からに同じ。
は、第１号の２に同じ。
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒3309719 埼玉県さいたま市中央区新都
心１１さいたま新都心合同庁舎１号館 関
東信越国税局総務部会計課経費第一係 田村
翔 電話0486003111 内線2167
は、第１号の３に同じ。
 入札書の受領期限 平成31年３月７日17時
00分（送付による場合は、必着のこと。）
ただし、入札書を持参する場合は、開札の
日時までとする。
 開札の日時及び場所 平成31年３月８日14
時00分 関東信越国税局20階入札室
４は、第１号の５に同じ。
５ Summary (No. 4)
, , ,  The same with the Notice
above (No. 1).
 Classification of the services to be pro‑
cured : 75, 78



Nature and quantity of the services to be
required : Institution Management／admin‑
istration duties complete set in the Govern‑
ment buildings that Kanto‑shinetsu Region‑
al Taxation Bureau manages (group 14)
1 set.
 The same with the Notice above (No. 2)
 Time‑limit for Tender : 17 : 00, 7 March
2019 in case of by mail ; 14 : 00, 8 March
2019 in case of by hand.
 Contact point for the notice : Sho
Tamura Procurement Section, Accounts
Division, Kanto‑Shinetsu Regional Taxa‑
tion Bureau, 11 Shintoshin Chuo‑ku Sai‑
tama‑shi, Saitama‑Ken 3309719 Japan.
TEL 0486003111 ex. 2167
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 ３
 購入等件名及び数量 トナーカートリッジ
等の購入（区分１〜５）一式
は、第１号の１に同じ。
 納入期間 入札説明書による。
 納入場所 入札説明書による。
は、第４号の１に同じ。
２ 競争参加資格
、、、は第１号の２、、、に
同じ。
 平成28・29・30年度財務省競争参加資格
（全省庁統一資格）において、
「物品の製造」
又は「物品の販売」の「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」
の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競
争参加資格を有する者又は当該競争参加資格
を有していない者で、入札書の受領期限まで
に競争参加資格審査を受け、
「物品の製造」又
は「物品の販売」の「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」
の等級に格付けされた者であること。
は、第１号の２に同じ。
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒3309719 埼玉県さいたま市中央区新都
心１１さいたま新都心合同庁舎１号館 関
東信越国税局総務部会計課用度係 立川 千
恵 電話0486003111 内線2130

