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入札書の提出期限及び提出先 平成31年３
月13日（水）16時00分（郵送の場合は書留郵
便とし、同日同時刻必着のこと。）
〒8108610 福岡県福岡市中央区長浜二丁
目２番４号 独立行政法人都市再生機構九州
支社総務部経理課 電話0927221012
 開札の日時及び場所 平 成 31 年 ３ 月 14 日
（木）10時00分 福岡県福岡市中央区長浜二
丁目２番４号 独立行政法人都市再生機構九
州支社１階入札室
 問合せ先 上記３に同じ
４ その他
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争入
札に参加を希望する者は、封印した入札書・
内訳明細書のほかに必要な証明書等を指定さ
れた提出期限までに提出しなければならな
い。入札者は開札日の前日までの間において、
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。なお、入札者の
作成した証明書等は当機構において技術審査
するものとし、採用し得ると判断した証明書
等を提出した者のみを、落札対象とする。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書及び入札者に求め
られる義務を履行しなかった者の提出した入
札書は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生
機構会計規程第52条の規定に基づいて作成さ
れた予定価格の制限の範囲内で最低価格を
もって有効な入札を行ったものを落札者とす
る。
 手続きにおける交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Kenichiro Saishu, Direc‑
tor General of Kyushu Branch Office, Ur‑
ban Renaissance Agency.
 Classification of the products to be pro‑
cured : 21
 Subject matter Procurement of 6 models
of Room Air Conditioner.

 Fulfillment period : From 1 April, 2019 to
31 March, 2020.
 Fulfillment place : As shown in the tender
documentation.
 Qualifications for participating in the
tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall.
 not come under Articles 331 and 332 of
the Urban Renaissance Agencys Rules
for the Operation of Accounting Practice.
 have been qualified for Classification
of sales of goods through the Examina‑
tion of qualifications for the Participa‑
tion in the Competitive Tendering Pro‑
cedures for Procuring Equipment by
Kyusyu Branch Office, Urban Renais‑
sance Agency in fiscal year 2017 and
2018.
 not be currently under a suspension of
nomination as instructed by Head Office
or each Branch Office, Urban Renais‑
sance Agency.
 not be the company where a gang or a
gangster influences management substan‑
tially or a company following this
 have proven to have prepared a system
to provide an after‑sale service for the
products concerned
 have proven the products consistent
with the specifications and have been ap‑
proved by Urban Renaissance Agency.
 be able to respond to an on‑the‑spot
inspection in Japan in the presence of
staff of the Urban Renaissance Agency.
 Time‑limit for submission of application
forms and relevant document : 17 : 00, 4
February, 2019.
 Time‑limit for tender : 16 : 00, 13 March,
2019.
 Contact point for the notice : Account
Settlement Team, General Affairs De‑
partment, Kyushu Branch Office, Urban
Renaissance Agency, 224, Nagahama,
Chuo‑ku, Fukuoka‑city, Fukuoka 8108610
TEL 0927221012.

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年１月 11 日
国立大学法人北海道大学総長 名和 豊春
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
〇第 29 号
１ 調達内容
 品目分類番号 ４
 購入等件名及び数量
Ａ セツキシマブ（遺伝子組換え）
（100mg
20mL／瓶） 1710瓶
Ｂ ヌシネルセンナトリウム（1263mg ５
mL／瓶） 30瓶
Ｃ ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞（72
×10６個 108mL／袋） 90袋
Ｄ レナリドミド水和物（５mg 40 カ プ セ
ル／箱） 220箱
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 納入期間 平成31年４月１日から平成32年
３月31日
 納入場所 北海道大学病院
 入札方法 上記１の件名ごとにそれぞれ
入札に付する。入札金額は、上記１の件名
ごとにそれぞれの単価を記載すること。なお、
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、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
 入札者の競争参加資格 国の競争参加資格
（全省庁統一資格）又は北海道大学の競争参
加資格のいずれかにおいて平成31年度に北海
道地域の「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣ等級
に格付けされている者であること。
なお、当該競争参加資格については、平成
30年３月30日付け号外政府調達第59号の官報
の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲
げる申請受付窓口又は北海道大学財務部調達
課において随時受け付けている。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律に基づいて医薬品
の一般販売業の許可を受けていることを証明
した者であること。

 本公告に示した物品を総長が指定する日
時、場所に十分に納入することができること
を証明した者であること。
 総長から取引停止の措置を受けている期間
中の者でないこと。
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
〒0600813 札幌市北区北13条西６丁目
北海道大学病院管理課医薬品係 渡辺 国宏
電話0117067404
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
記３の交付場所にて交付する。
 入札書の受領期限 平成31年３月15日17時
00分
 開札の日時及び場所 平成31年３月26日13
時30分 北海道大学病院管理課入札室
４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
 入札保証金及び契約保証金 免除。
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
告に示した物品又はこれと同等のものを納入
できることを証明する書類並びに本公告に示
した物品と同等のものをもって競争に参加し
ようとする者については、当該物品が本公告
に示した物品と同等であることを証明する資
料及び製品の見本等を添付して入札書の受領
期限までに提出しなければならない。入札者
は、開札日の前日までの間において、総長か
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。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書、その他入札説明書による。
 契約書作成の要否 要。
 落札者の決定方法 本公告に示した物品又
はこれと同等のものを納入できると総長が判
断した入札者であって、国立大学法人北海道
大学契約規程第８条の規定に基づいて作成さ
れた予定価格の制限の範囲内で最低価格を
もって有効な入札を行った入札者を落札者と
する。
 手続における交渉の有無 無。
 その他 詳細は、入札説明書による。

