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また、同価の入札を行った者が２人以上あ ４ その他
 Contact point for the notice : Chiharu
Hoshino, General Procurement Office, Pro‑
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
るときは環境活動への取り組みが優れた入札
curement
Department, JAXA, Sengen 2
日本語及び日本国通貨とする。
者を落札者とするため、環境会計公表、ＩＳ
qualification for participating in tenders
11,
Tsukuba‑city,
Ibaraki, 3058505 Ja‑

入札保証金及び契約保証金
免除。
Ｏ14001の報告を含む環境報告書発行、ＩＳ
by the Ministry of the Enviroment (single
pan TEL : 05033628325

入札者に要求される事項
入札に参加する
Ｏ14001認証取得又は同等の環境活動評価プ
qualification for every ministry and agen‑
E‑mail : RIYOU‑NYUSATSU@ml.jaxa.jp
者は、入札説明書で定める所要の証明書等を
ログラム実施、環境管理部門の設置の取り組
cy) in the fiscal year 2019, 2020 and 2021.
提出し、本契約の履行が可能であることを証
入札公告
みを行っている場合は、それを確認できる書
 Time‑limit for tender : 10 : 00 11 : 00
明すること。入札者は、開札日の前日までの
類等を用意すること。さらに環境への取り組
13 : 00, 12 July 2019
次のとおり一般競争入札に付します。
間において、調達部長及び調達部長から指名
みが同等であった場合、くじで落札者を決定
 Contact point for the notice : Contract
令和元年５月 23 日
された者から当該書類に関し説明を求められ
する。詳細は入札説明書による。
国立研究開発法人理化学研究所
Section Ⅱ, Accounting Division, General
た場合は、それに応じなければならない。
契約業務部長 川鍋
隆
Affairs Department Fukushima Regional ２ 競争参加資格
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必 ◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 11

国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
Environmental Office, Ministry of the Envi‑
要な条件のない者の入札及び入札の条件に違 〇2019 第２号
いて、令和元年度に「役務の提供等」の「Ａ
ronment, AXC Bldg 6F, 1125 Sakae‑
反した入札等。詳細は入札説明書による。
１ 調達内容
等級」または「Ｂ等級」に格付けされている
machi, Fukushima‑shi, Fukushima‑ken,
 品目分類番号 24

契約書の要否
要。
者であること。
9608031 Japan. TEL 0245737386
 購入等件名及び数量 ＵＨＶＬＴＳＴ

落札者の決定方法
入札説明書で定める所
 競争に参加できない者 競争に係る契約を
 Others : As in the tender documentation.
Ｍシステム 一式
定の証明書等を提出し、認められた者で、当
締結する能力を有しない者及び破産者で復権

調達案件の特質等 入札説明書及び仕様書
機構が定める予定価格の範囲内の最低価格で
入札公告
を得ない者。資格審査申請書及びその添付書
のとおり。
入札を行った者を落札者とする。
類に故意に虚偽の事実を記載した者、警察当
 納入期限 令和２年３月31日
次のとおり一般競争入札に付します。
 その他 詳細は入札説明書による。
局から、暴力団員が実質的に経営を支配する
 納入場所 国立研究開発法人理化学研究所
令和元年５月 23 日
５ Summary
業者又はこれに準ずるものとして、建設工事
 入札方法 入札金額を記載した書類及び提
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
 Contracting Entity : Koji Terada, Direc‑
案に係る性能、機能等を記載した書類（以下
及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の
調達部長 寺田 弘慈
tor of Procurement Department, Japan Ae‑
「入札書」という。）をもって申し込むこと。
調達契約からの排除要請があり、当該状態が
rospace Exploration Agency (JAXA)
◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13
なお、落札決定に当たっては、入札書に記
継続している者等。詳細は入札説明書による。
 Classification of the products to be pro‑
〇第 19 ＴＫ 00134 ＲＳＳＩ号
載された金額に当該金額の８パーセントに相
３ 入札説明書の交付場所等
cured ; 14, 71, 27
１ 調達内容
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
 問合せ先 〒3058505 茨城県つくば市千
 Nature and quantity of the products to be
満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額と
 品目分類番号 14、71、27
現２１１ 国立研究開発法人宇宙航空研
procured : Procurement of cloud computing
する｡)をもって落札価格とするので入札者
 調達サービス及び数量 【再々公告】2019
究開発機構 調達部 研究・事業調達室 星
service for the Disaster Prevention In‑
は、消費税に係る課税事業者であるか免税事
年度〜2024年度 防災インタフェースシステ
野 千春 電話05033628325
業者であるかを問わず、見積もった金額の
terface
System
(FY20192024)
(1
set)
ム用クラウドサービスの調達 一式
Email RIYOU‑NYUSATSU@ml.jaxa.jp
108分の100に相当する金額を入札書に記載す
 Fulfillment period : Refer to each specifi‑
 調達サービスの特質等 調達仕様書による
 入札説明書の交付方法 令和元年５月23日
ること。
cation.
 履行期間等 調達仕様書による
（木）から令和元年６月24日（月）10時まで、
２
競争参加資格
 Fulfillment Place : Japan Aerospace Ex‑
 履行場所 国立研究開発法人宇宙航空研究

国立研究開発法人理化学研究所契約事務取
入札情報公開システムによりダウンロードす
ploration Agency (JAXA) Tsukuba Space
開発機構筑波宇宙センター他 詳細は調達仕
扱細則第５条の規定に該当しない者であるこ
ること。なお、ダウンロードに必要なパスワー
Center
と。
様書による。
ドは上記３にメールで問い合わせること。
 Qualifications for participating in the

国立研究開発法人理化学研究所競争契約参
 入札金額 入札金額は、本調達を実施する
 入札説明会の日時及び場所 令和元年５月
tendering procedures ; Suppliers eligible for
加資格又は国の競争参加資格（全省庁統一資
ために必要な総価とする。落札決定に当たっ
31日14時00分〜 筑波宇宙センター
participating in the proposed tender are
格）のいずれかにおいて平成31年度に｢物品
ては、入札書に記載された金額の８％に相当
 入札書の提出期限及び入札書の提出方法
those who shall : have the Grade A and B
の製造」又は「物品の販売」の「Ａ」、
「Ｂ」
する額を加算した金額をもって落札価格とす
令和元年６月24日（月）10時 電子入札シス
qualification during fiscal 2019 in offer of
又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であ
るので、入札者は、消費税に係る課税事業者
テム等により提出すること。
Services participating in tenders by Single
ること。
であるか免税事業者であるかを問わず、見積
 開札の日時及び場所 令 和 元 年 ７ 月 ９ 日
qualification for every ministry and agency.
 調達物品に係る迅速なアフターサービス・
もった契約金額の108分の100に相当する金額
（火）14時01分ごろ 電子入札システム等に
 Time‑limit for tender : 10 : 00 24th June,
メンテナンスの体制が整備されていることを
より行う。
を入札書に記載すること。
証明した者であること。
2019


have Grade A, B or C offer of services

etc in Tohoku district, in terms of the

