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契約書作成の要否 要
５ その他
of qualifying participants, and met the ２ 競争参加資格
 平成31・32・33年度に有効な国の競争参加
落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
above grade and qualifications by the
 契約手続において使用する言語及び通貨
者の資格（全省庁統一資格）のうち、関東・
内で有効な入札を行った者であって、入札説
time of tender.
は、日本語及び日本国通貨に限る。
甲信越地域で「物品の販売」において「Ａ」
明書に示す要件のうち、必須とした項目につ
 have actual experience in the relevant
 この競争に参加を希望する者は、２に掲げ
の等級に格付けされている者であること。
いての基準を全て満たしている提案した入札
matters
る競争参加資格を有することを証明するた
 入札説明書の交付を受け、入札参加資格確
者の中から入札説明書で定める総合評価の方
 have the ability to reliably provide suf‑
め、入札説明書に基づいて競争参加資格確認
認申請を行った者であること。
法をもって落札者決定する。
ficient service
申請書を作成し、提出期限内に本財団に提出
 この公告の日から開札日までの間に、本財
 手続きにおける交渉の有無 無
 Date and location of tender briefing :
しなければならない。また、本財団の担当者
団から取引停止の措置を受けている日が含ま
 その他 詳細は入札説明書による。
11 : 00 a.m. 4 March, 2019, Health Insurance
から提出書類に関して説明を求められた場合
れていない者であること。
５ Summary
Claims Review and Reimbursement Ser‑ ３ 入札書の提出場所等
は、これに応じなければならない。提出され
 Official in charge of disbursement of the
vices head office 5F Conference Room
 入札書の提出場所 〒1088206 東京都港
た競争参加資格確認申請書は、本財団におい
 Time limit for tender : 3 : 00 p.m. 12
procuring entity : Yuji Kanda, President of
区港南一丁目２番70号 品川シーズンテラス
て審査し、その結果、競争参加資格を有する
Health Insurance Claims Review and Reim‑
April, 2019
25階 公益財団法人ＪＫＡ 総務部財務課
と本財団が確認した者のみが入札に参加でき
 Date and location of opening the tender :
bursement Services
担当 佐藤・上林（かんばやし）電話番号
るものとする。
 Classification of the products to be pro‑
11 : 00 a.m. 24 April, 2019, Health Insurance
0342263504

入札保証金及び契約保証金は、免除する。
E‑mail：nyuusatsu＠keirin‑autorace.or.jp
cured : 71, 27
Claims Review and Reimbursement Ser‑

契約締結に当たっては、契約書を作成する

入札説明書の交付方法
 Nature and quantity of the services to be
vices head office 6F Conference Room
ものとする。
ア
配布期間
平成31年２月22日（金）から

require : Development of the new system
Contact point for the notice : Koujirou
平成31年３月20日（水）までの10時から17
 本公告に示した競争参加資格のない者のし
(the functional area of billing and payment
Kobayashi, Manager, Contract Section, Fi‑
時まで（ただし平日12時から13時まで及び
た入札及び入札に関する条件に違反した入札
etc.) for examination and payment of social
nance Department, Health Insurance
土曜日、日曜日は除く。）
は、無効とする。
insurance medical fee, 1 set
Claims Review and Reimbursement Ser‑
イ 配布場所 電子メールにより交付する。

その他の詳細は入札説明書による。
 Delivery period : As shown in the tender
vices, 213 Shinbashi, Minato‑ku, Tokyo
交付を希望する者は、メールの件名に「【Ｊ
６ Summary
documentation
1050004 Japan, TEL : 0335917441
ＫＡ入札 入札説明書】ノートＰＣの導入、
 Delivery location : As shown in the
 Official in charge of disbursement of the
各種設定、展開作業一式」と記載し、メー
入札公告
tender documentation
procuring entity : Toshio Sasabe, Chair‑
ル本文に団体名・所属・担当者名・連絡先
 Qualifications for participating in the
次のとおり一般競争入札に付します。
man, JKA
（住所、電話番号及び配布用メールアドレ
平成 31 年２月 21 日
tendering procedures : Suppliers eligible for
 Classification of the products to be pro‑
ス等）を明記して、平成31年２月22日（金）
公益財団法人ＪＫＡ 会長 笹部 俊雄
participating in the proposed tender are
から平成31年３月20日（水）17時までに上
cured : 14, 27
◎調達機関番号 432 ◎所在地番号 13
those who shall :
記３の部署にメールで申し込むものとす
 Nature and quantity of the products to be
 not come under Article 31 of the quali‑ １ 調達内容
る（申込み書面の様式は任意）。
purchased : Lap top computer
 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は
 品目分類番号 14、27
fications for participating in the Health
 Delivery period : As shown in the tender
実施しない。
 購入等件名 ノ ー ト 型 パ ー ソ ナ ル コ ン
Insurance Claims Review and Reimburse‑
documentation
 開札の日時及び場所 平 成 31 年 ４ 月 16 日
ピュータの購入、各種設定、展開作業一式
ment Services open tender (or invited ten‑

Delivery place : As shown in the tender
（火）14時 東京都港区港南１２70 品
 調達案件の仕様等 入札説明書による
der).
documentation
川シーズンテラス25階 公益財団法人ＪＫＡ
 not come under Article 32 of the quali‑
 履行期限 入札説明書による
 Time limit for submission of certificate :
会議室 ９Ｃ
 履行場所 入札説明書による
fications for participating in the Health
12 : 00 a.m. 8 April 2019
４ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内
 入札方法 入札金額は、一切の諸経費を含
Insurance Claims Review and Reimburse‑
で、最低価格をもって有効な入札を行った入札
 Time limit for tender : 14 : 00 p.m. 16
む総価とする。落札者の決定に当たっては、
ment Services open tender (or invited ten‑
者を落札者とする。ただし、落札者となるべき
April 2019
入札書に記載された金額に消費税及び地方消
der).
者の入札価格によっては、その者により当該契

Contact point for the notice : Sato,
 have obtained Grade A, B or C in offer
費税法の規定により定められた税率により算
約の内容に適合した履行がなされないおそれが
Kanbayashi,
Financial Affairs Division,
定された金額を加算した金額をもって落札価
of services qualifications for participat‑
あると認められるとき、又はその者と契約する
JKA,
Shinagawa
Season Terrace 25F, 1
格とするので、入札者は、消費税及び地方消
ing in the Health Insurance Claims Re‑
ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
270,
Konan,
Minato‑ku,
Tokyo, 108
費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
view and Reimbursement Services ten‑
れがあって著しく不適当であると認められると
8206, Japan, TEL ＋81342263504
あるかを問わず、見積もった契約金額のうち
ders in the fiscal year 2017, 2018 and 2019,
きは、予定価格の範囲内の価格をもって入札を
Note : All the comments and questions
消費税額等に相当する額を除いた額を入札書
or those who shall be qualified as a par‑
した他の者のうち、最低の価格をもって入札し
に記載すること。
た者を落札者とすることがある。
ticipant in tenders, registered on the list
should be submitted in Japanese language.

