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履行場所 沖縄振興開発金融公庫本店
入札方法 落札決定にあたっては、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 競争参加資格等
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
定に該当しない者であること。
 経営の状況又は信用度が極端に悪化してい
ないと認められる者であり、適切な契約の履
行が確保されること。
 当公庫の定める仕様書等の要求を全て満た
すこと。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律（平成３年法律第77号）に規定する暴
力団及び警察当局から排除要請がある者に該
当しない者であること。
 個人情報保護に関する取組みについて、必
要条件を満たしていること。
３ 入札参加資格審査
 入札参加を希望する者は、
「一般競争入札参
加願い要領」に定める書類を提出すること。
提出資料に基づき、沖縄振興開発金融公庫に
おいて審査するものとし、合格した者のみ入
札参加資格を有する者とする。
 入札参加申請期間 平成31年１月11日から
平成31年２月８日17時00分
４ 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及
び問合せ先 〒9008520 沖縄県那覇市おも
ろまち１２26 沖縄振興開発金融公庫庶
務部庶務課 伊東 祥子 電話098941
1700
 入札説明書の交付場所及び交付方法 本公
告の日から上記４の場所にて交付する。
 入札・開札の日時及び場所 平成31年３月
５日11時30分 沖縄振興開発金融公庫本店５
階会議室

５

その他
入札及び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に限る。
 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 入札者は、開札
日の前日までの間において、会計役から入札
説明書に定める要件・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
書及び入札に関する条件に違反した入札書は
無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 予定価格以下で最低価
格をもって有効な入札を行った入札者を落札
者とする。
 詳細は入札説明書による。
６ Summary
 Contracting entity : Hiroyuki AMEKU,
Authorized Contract Person, The Okinawa
Development Finance Corporation(ODFC).
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
purchased : Maintenance work of applica‑
tion Ⅲ of the intranet system for the
Okinawa Development Finance Corpora‑
tion 1 set.
 Fulfillment period : By 31 March 2020
 Fulfillment place : Main Office, The
Okinawa Development Finance Corpora‑
tion
 Date and time for tender : 11 : 30 AM 5
March 2019
 Contact point for the notice : Sachiko
ITO, General Service Division, General Ser‑
vice Department, Main Office, The
Okinawa Development Finance Corpora‑
tion, 1226 Omoromachi, Naha City,
Okinawa, Japan. TEL 0989411700


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
契約責任者 日本郵便株式会社
東日本物流センター長 平川

清治

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 08
６ Summary
１ 調達内容
 Contracting entity : Seiji Hirakawa, Gen‑
 品目分類番号 ６
eral Manager of East Japan Logistics Cen‑
 件名及び数量 出荷段ボール箱 特大（予
ter, Japan Post Co., Ltd.
定）63000枚ほか７点
 Classification of the goods to be procur‑
 特質等 仕様書による。
ed : 6
 納入期限 平成32年３月31日（最終）
 Nature and quantity of the goods to be
 納入場所 仕様書のとおり
purchased : About 63,000 sheets of Extra‑
 入開札の日時及び場所 平成31年３月８日
large corrugated box and 7 other items
午後３時10分 日本郵便株式会社東日本物流
 Delivery period : By 31 March 2020
センター２階 入札室
 Delivery place : By specification
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
 Time limit for tender : 10 : 00 AM 4
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
March 2019
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能

Contact point for the notice : Kentarou
力者であって契約締結のために必要な同意を
Watanabe,
East Japan Logistics Center, Ja‑
得ている者を除く。
pan
Post
Co.,
Ltd. 3381 Kinunosato, Uc‑
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
himoriya‑machi,
Joso‑City, Ibaraki 303
る者でその制限期間を経過しない者
8792 TEL 0297274851
 会社法の特別清算の開始を命じられ、若し
くは同清算開始の申立をされ、又は破産法の
入札公告
破産手続開始、会社更生法の更生手続開始、
次のとおり一般競争入札に付します。
若しくは民事再生法の再生手続開始の申立を
平成 31 年１月 11 日
し、若しくはされた者。但し、手続終結者を
除く。
分任契約担当者
 反社会的勢力と認められる者
放送大学学園財務部長 柳田
誠
３ 入札者に求められる義務 参加希望者は入札 ◎調達機関番号 235 ◎所在地番号 12
説明書に示す資料等を平成31年３月４日午前10 〇第７号
時00分までに下記４に示す場所に提出するこ １ 調達内容
と。
 品目分類番号 76
４ 問合せ先
 購入等件名及び数量 2019年度第２学期教
〒3038792 茨城県常総市内守谷町きぬの里
養学部、大学院（修士選科・科目生）学生募
三丁目38番１号 日本郵便株式会社東日本物流
集要項の作成 一式
センター担当 渡邊健太郎 電話029727
 調達件名の特質等 入札説明書による。
4851
 納入期限 2019（平成31）年６月６日
５ その他
 納入場所 放送大学学園等
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
さない者の入札及び入札条件に違反した入札
に記載された金額に当該金額の８パーセント
 手続で使用する言語・通貨 日本語・日本
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
国通貨
円未満の端数があるときは、その端数金額を
 契約保証金 不要
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
 競り下げによる入札 落札者は日本郵便株
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
式会社が定める金額の範囲内で、最低価格の
に係る課税事業者であるか免税事業者である
入札を行った者とする。但し、競り下げ（最
かを問わず、見積もった契約金額の108分の
大３回まで）による入札を行う。
100に相当する金額を入札書に記載すること。
 詳細は入札説明書による。

