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なお、落札決定に当たっては、入札書に記 ４ その他
Qualification for participating in the ten‑
to have the ability to rent the products con‑
 契約手続において使用する言語及び通貨
dering procedures : Suppliers eligible for
cerned by themselves and by a third party,
載された金額に当該金額の８パーセントに相
日本語及び日本国通貨。
participating in the proposed tender are
should the products requested through this
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
 入札保証金及び契約保証金 免除。
those who shall :
notice be rent by a third party, prove to
満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額と
 入札者に求められる義務 この一般競争に
 The same with the Notice : above
have prepared a system to provide mainte‑
する｡)をもって落札価格とするので入札者
参加する者は、封印した入札書の他に本公告
(No.21)
nance for the rent products.
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事
に示した役務提供できることを証明する書類
 Time limit of tender : 3 : 00 PM, 15, Apr,
 have the Grade A, Grade B, Grade C or
業者であるかを問わず、見積もった金額の
及び本研究所の交付する仕様書に基づく技術
2019
Grade D qualification during fiscal
108分の100に相当する金額を入札書に記載す
審査資料を添付して入札書の受領期限までに
 Contact point for the notice : Akihito
2016・2017・2018 in offer of services for
ること。
提出しなければならない。なお、入札者は、
Sagawa, Contracts Section I, Contract Ma‑
participating in tenders by Single qualifi‑ ２ 競争参加資格
開札日の３日前までの間において、当該書類
nagement Division RIKEN. 2  1, Hiro‑
cation for every ministry and agency.
 国立研究開発法人理化学研究所契約事務取
に関し説明を求められた場合は、それに応じ
 Not be currently under a suspension of
sawa, Wako‑shi, Saitama, 3510198, Ja‑
扱細則第５条の規定に該当しない者であるこ
なければならない。
pan, TEL 0484679242
business order as instructed by the Ob‑
と。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
ligating Officer.
 国立研究開発法人理化学研究所競争契約参
入札公告
のない者のした入札及び入札者に求められる
 meet the qualification requirements in
加資格又は国の競争参加資格（全省庁統一資
義務を履行しなかった者のした入札は無効と
次のとおり一般競争入札に付します。
the specification.
格）のいずれかにおいて平成31年度に｢物品
する。
平成 31 年２月 22 日
 The same with the Notice : above (No.21)
の製造」
、
「物品の販売」又は｢役務の提供等｣
 契約書作成の要否 要。
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
 Contact point for the Notice : Hayato
の「Ａ」
、
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
高知病院長 大串 文隆
Nishikawa, Contract Division, General Af‑
れている者であること。
内で最低価格をもって有効な入札者を落札者
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 39
fairs Department, National Research Insti‑
 本公告に示した物品を第三者をして貸付け
とする。
〇第 12503 号（№12503）
tute for Earth Science and Disaster Resili‑
ようとする者にあっては、当該物品を自ら貸
 手続きにおける交渉の有無 無。
１ 調達内容
ence, 31 Tennodai Tsukuba City Ibaraki
 その他 詳細は入札説明書による。
付けできる能力を有するとともに、第三者を
 品目分類番号 71、27
Prefecture. 3050006 Japan. TEL 029
して貸付けできる能力を有することを証明し ５ Summary
 購入等件名及び数量 病院情報システム一
8637720
 Contracting entity : Takashi Kawanabe,
た者、借入物品に係るメンテナンスの体制が
式及び７年間のシステム保守委託業務
Director of Contract Management Division,
入札公告
整備されていることを証明した者であるこ
 調達件名の特質等 入札説明書による。
RIKEN.
と。
次のとおり一般競争入札に付します。
 納入期限 平成31年12月31日

Classification of the products to be pro‑
３ 入札書の提出場所等
平成 31 年２月 22 日
 納入場所 独立行政法人国立病院機構高知
cured : 14
 入札書の提出場所、問合わせ先
国立研究開発法人理化学研究所
病院

Nature and quantity of the products to be
〒3510198 埼玉県和光市広沢２番１号
契約業務部長 川鍋
隆

入札方法 落札決定は、総合評価の方法を
rent : POS system of auto register using IC
国立研究開発法人理化学研究所 契約業務部
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 11
もって行うので、
cards in Wako cafeterias 1 set
契約第１課 佐川 亮人 ＴＥＬ048
〇30 第 95 号
 総合評価のための性能、機能、技術等に
 Rent period : From 1, Sep, 2019 through
4679242
１ 調達内容
関する書類を提出すること。
31, Mar, 2024
 入札説明書の交付方法 平成31年２月22日
 品目分類番号 14
 入札金額については、購入物品のほか、
 Rent place : RIKEN.
（金）から平成31年４月15日（月）までに、
 借入件名及び数量 和光事業所 オートレ
納入に要する一切の費用を含めた額とする
 Qualifications for participating in the
調達情報公開システムによりダウンロードす
ジ対応食堂ＰＯＳ（交通系ＩＣカード）シス
こと。
tendering procedures : Suppliers eligible for
ること。
テム（借入） 一式
なお、落札決定に当たっては、入札書に記
participating in the proposed tender are
 入札説明会の日時及び場所 平成31年３月
 調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書
載された金額に当該金額の８パーセントに相
those who shall not come under Article 5
６日13時00分 国立研究開発法人理化学研究
のとおり。
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
of the Regulation concerning the Contract
所 統合支援施設２Ｆ小会議室（西）
 借入期間 平成31年９月１日から平成36年
満の端数があるときは、その端数金額を切り
for RIKEN have the Grade A, Grade B or
 入札書の受領期限 平成31年４月15日15時
３月31日まで。
捨てるものとする。）をもって落札価格とする
Grade C qualifications during fiscal year
00分
 借入場所 国立研究開発法人理化学研究所
ので、入札者は、消費税に係る課税事業者で
2019 in manufacturing, selling business or
 開札の日時及び場所 平成31年５月10日14
 入札方法 入札金額を記載した書類及び提
あるか免税事業者であるかを問わず、見積
services for participating in tenders by
時00分 国立研究開発法人理化学研究所 研
案に係る性能、機能等を記載した書類（以下
もった契約金額の108分の100に相当する金額
RIKEN, or in tenders by Single qualifica‑
究本館３Ｆ会議室
「入札書」という。）をもって申し込むこと。
を入札書に記載すること。
tion for every ministry and agency prove

