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入札公告



入札書の受領期限



開札の日時及び場所

平成31年６月17日17時
平成31年７月９日15

次のとおり一般競争入札に付します。
時 東京文化財研究所 ３階共同研究室
平成 31 年４月 24 日
４ その他
分任契約担当役
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
独立行政法人国立文化財機構
日本語及び日本国通貨
東京文化財研究所長 齊藤 孝正
 入札保証金及び契約保証金 免除
◎調達機関番号 609 ◎所在地番号 13
 入札者に要求される事項 この一般競争に
１ 調達内容
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
 品目分類番号 24
告に示した物品を納入できることを証明する
 購入等件名及び数量 Ｘ線透過撮影機能付
書類を添付して、入札書の受領期限までに提
元素マッピング分析装置 一式
出しなければならない。入札者は、開札日の
 調達件名の特質等 仕様書による。
前日までの間において、分任契約担当役から
 納入期限 平成32年６月30日
当該書類に関し説明を求められた場合は、そ
 納入場所 独立行政法人国立文化財機構東
れに応じなければならない。
京文化財研究所
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
のない者のした入札、入札者に求められる義
に記載された金額に当該金額の８パーセント
務を履行しなかった者のした入札。
に相当する金額を加算した金額（当該金額に
 契約書作成の要否 要
１円未満の端数があるときは、その端数金額
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
を切り捨てた金額）が落札価格となるので、
納入できると分任契約担当役が判断した入札
入札者は見積もった契約希望金額の108分の
者であって独立行政法人国立文化財機構会計
100に相当する金額を入札書に記載すること。
規程第15条の規程に基づいて作成された予定
２ 競争参加資格
価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
 独立行政法人国立文化財機構契約事務取扱
な入札を行った者を落札者とする。
細則第４条及び第５条の規程に該当しない者
 手続きにおける交渉の有無 無
であること。
 その他 詳細は入札説明書による。
 文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）
５ Summary
において平成31・32・33年度に関東・甲信越
 Contracting Entity : Takamasa Saito, In‑
地域の「物品の製造」若しくは「物品の販売」
dependent Administrative Institution Na‑
のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者で
tional Institutes for Cultural Heritage, Na‑
あること。
tional Research Institute for Cultural Prop‑
 独立行政法人国立文化財機構から取引停止
erties
Tokyo
の措置を受けている期間中の者でないこと。

Classification
of the products to be pro‑
３ 入札書の提出場所等
cured
:
24
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
 Nature and quantity of the products to be
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
purchased : Elemental Mapping Analysis
〒1108713 東京都台東区上野公園1343
Equipment with X‑ray Radiographic Func‑
独立行政法人国立文化財機構東京文化財研
tion : 1 Set
究所研究支援推進部管理課契約係 大島 大

Delivery Period : By 30, June, 2020
輔 電話0338232246

Delivery Place : National Research Insti‑
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
記の場所にて交付する。
tute for Cultural Properties Tokyo

 入札方法 落札決定にあたっては、入札書
Qualifications for participating in the
に記載された消費税法及び地方消費税法の規
tendering procedures : Suppliers eligible for
定により定められた税率により算定された金
participating in the proposed tender are
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
those who shall :
数があるときは、その端数金額を切り捨てた
 not come under Article 4 and 5 of the
額）をもって落札金額とするため、入札者は、
Regulation concerning the Contract for
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
National Institutes for Cultural Heritage,
るか免税事業者であるかを問わず、見積もっ
 have the Grade A, Grade B or Grade C
た契約希望金額のうち消費税額等に相当する
qualification during fiscal 2019, 2020,
金額を除いた金額を入札書に記載すること。
2021 in the Kanto‑Koshinetsu Region, in
manufacture of product or sales of prod‑ ２ 競争参加資格
 平成31・32・33年度全省庁統一資格の「役
uct for participating in tenders by Single
務の提供等」において、
「Ａ」又は「Ｂ」の等
qualification for every ministry and agen‑
級に格付けされている者であること、又は、
cy
申請書類により同等であると確認できる者で
 are not being suspended from transac‑
あること等。
tions by request of the officials in charge
入札に参加を希望する者は、競争参加資格
of contract
申 請 書 に 必 要 事項を記入のうえ、〒100
 Time limit of tender : 5 : 00 PM 17, June,
8144 東京都千代田区大手町１４１ 株
2019
式会社国際協力銀行 財務・システム部門
 Contact point for the notice : Daisuke
管理部第１課へ提出すること。申請書及び添
Ohshima Contract Section, Department of
付書類等は株式会社国際協力銀行において審
Research Support and Promotion National
査するものとし、合格したもののみ競争参加
Research Institute for Cultural Properties
資格を有するものとする。
（詳細は入札説明書
Tokyo 1343, Ueno Park, Taito‑ku,
に記載）
Tokyo 1108713, Japan TEL 033823
 競争参加資格の申請期限 平成31年５月17
2246
日15時00分
入札公告
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所及び問合せ先
次のとおり一般競争入札に付します。
〒1008144 東 京 都 千代田区大手町１
平成 31 年４月 24 日
４１ 株式会社国際協力銀行 財務・シス
株式会社国際協力銀行
テム部門 管理部第１課 長谷川寿道 電話
財務・システム部門 管理部長 元川 永善
0352189212
◎調達機関番号 129 ◎所在地番号 13
 入札説明書の交付方法 本公告の日から株
１ 調達内容
式会社国際協力銀行ホームページ（トップ
 品目分類番号 71、27
ページ＞調達情報＞入札情報一般競争入
 購入等件名及び数量 リスク管理、予算・
札）にて交付する。
決算関連データ作成等支援に係る業務委託一
 入札説明書の交付期間 平成31年４月24日
式
から平成31年５月17日15時00分
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
 入札書の提出期限 平成31年６月13日15時
による。
00分（郵送による場合は必着のこと。）
 履行期間 平成31年７月１日から平成32年
 開札の日時及び場所 平成31年６月14日14
６月30日まで。
時30分 株式会社国際協力銀行 ３階会議室
 履行場所 入札説明書による。


