

Delivery period : By 28, December, 2019



Delivery place : As in the tender manual



令和元年  月  日

月曜日

官

報

(号外政府調達第  号)



 令和１・２・３年度全省庁統一の競争参加
Contact Section ; Contract Section, De‑
partment of Administrative Services, Naka
資格において、
「物品の販売」の「Ｂ」又は「Ｃ」
Fusion Institute, National Institutes for
の等級に格付けされている者であること。
Quantum and Radiological Science and ３ 入札書の提出場所等
Technology, 8011 Mukouyama, Naka‑
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
shi, Ibaraki‑ken 3110193 Japan, TEL
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
0292707906
〒1070061 東京都港区北青山二丁目８番
E‑mail : nyuusatsu̲naka@qst.go.jp
35号 独立行政法人日本スポーツ振興セン
 Please note the environmental conditions
ター 財務部調達管財課 伊藤 電話03
relating to the procurement if they are laid
54109140
down in the tender documents.
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上

入札公告



Qualifications for participating in the

入札書の受領期限

国立研究開発法人理化学研究所



入札方法

入札金額を記載した書類及び提

案に係る性能、機能等を記載した書類（以下

participating in the proposed tender are

「入札書」という｡)をもって申し込むこと。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記

those who shall :
not come under Article 2 and Article 3

載された金額に当該金額の８パーセントに相

of the Regulation concerning the Con‑

当する額を加算した金額（当該金額に１円未

tract for JAPAN SPORT COUNCIL.

満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額と

Furthermore, minors, Person under Con‑

する｡)をもって落札価格とするので入札者

servatorship or Person under Assistance

は、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、見積もった金額の

that obtained the consent necessary for

令和元年７月12日17時

次のとおり一般競争入札に付します。
00分
令和元年５月 20 日

開札の日時及び場所 令和元年７月16日10
独立行政法人日本スポーツ振興センター
時00分
〒1070061 東京都港区北青山二丁
契約担当役 理事長 大東 和美
目８番35号
独立行政法人日本スポーツ振興
◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 13
センター 開札室
１ 調達内容
４ その他
 品目分類番号 16、23、26
 契約手続において使用する言語及び通貨
 購入等件名及び数量 新国立競技場什器・
日本語及び日本国通貨。
備品の調達（電気製品） 一式
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 入札保証金及び契約保証金 免除。
 納入期限 令和元年12月28日
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 納入場所 東京都新宿区霞ヶ丘町10番１号
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
ほか 新国立競技場内（詳細は仕様書による）
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
書、その他入札説明書による。
に記載された金額に当該金額の８パーセント
 契約書の作成の要否 要。
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
 落札者の決定方法 独 立 行 政 法 人 日 本 ス
円未満の端数があるときは、その端数金額を
ポーツ振興センター会計規則第19条に基づい
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
て作成された予定価格の制限の範囲内で最低
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
価格をもって有効な入札を行った入札者を落
に係る課税事業者であるか免税事業者である
札者とする。
かを問わず、見積もった契約金額の108分の
 手続における交渉の有無 無。
100に相当する金額を入札書に記載すること。
 その他 詳細は、入札説明書による。
２ 競争参加資格
５ Summary
 独立行政法人日本スポーツ振興センター契
 Contracting Entity : Kazumi Ohigashi,
約事務取扱規程（平成15年度規程第49号）第
President, JAPAN SPORT COUNCIL
２条及び第３条の規定に該当しない者である

Classification of the services to be pro‑
こと。
cured
: 16, 23, 26
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

Nature
and quantity of the products to be
あって、契約締結のために必要な同意を得て
purchased
: Electric appliances of the New
いる者は、同第２条中、特別の理由がある場
合に該当する。
National Stadium 1 Set

履行場所

計算科学研究センター

tendering procedures, suppliers eligible for

記３の交付場所にて交付する。




108分の100に相当する金額を入札書に記載す

concluding a contract may be applicable
under cases of special reasons within the
said clause,


ること。
２

競争参加資格


have the Grade B or C on sales of

国立研究開発法人理化学研究所契約事務取
扱細則第５条の規定に該当しない者であるこ

product in terms of qualification for par‑

と。

ticipating in tenders by every ministry



and agency of Japan in the fiscal year

国立研究開発法人理化学研究所競争契約参
加資格又は国の競争参加資格（全省庁統一資

2019, 2020, 2021


格）のいずれかにおいて令和元年度に｢役務

Time limit of tender : 5 : 00 PM 12, July,

の提供｣および「物品の買受け」の「Ａ」等

2019


Contact

JAPAN

point

for

SPORT

the

notice :

COUNCIL

Ito,

2835

級に格付けされている者であること。
３

入札書の提出場所等


入札書の提出場所、問合わせ先

Kitaaoyama Minato‑ku Tokyo 1070061

〒6500047 兵庫県神戸市中央区港島南町

Japan TEL 0354109140

７１26国立研究開発法人理化学研究所
神戸事業所

入札公告

研究支援部経理課

門前

隆志

ＴＥＬ0789405728
次のとおり一般競争入札に付します。



入札説明書の交付方法

令和元年５月 20 日
国立研究開発法人理化学研究所神戸事業所
研究支援部長
◎調達機関番号

814

佐藤

◎所在地番号

調達情報公開システムによりダウンロードす

太一

28

ること。


入札説明会の日時及び場所

〇31 計算第７号
１

27日13時00分

調達内容

所



品目分類番号



71、27

購入等件名及び数量
調達案件の特質等

2019年度

スーパー

入札説明書及び仕様書

のとおり。


履行期限

令和元年５月

国立研究開発法人理化学研究

計算科学研究センター

Ｒ104２会議

室


入札書の受領期限

コンピュータ「京」の撤去


令和元年５月20日

（月）から令和元年７月11日（木）までに、



開札の日時及び場所
時00分

令和２年３月31日まで

令和元年７月23日15時

00分
令和元年７月24日15

国立研究開発法人理化学研究所

算科学研究センター

Ｒ104２会議室

計

