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 Time limit of tender : 17 : 00 17 July, ３ 入札書の提出場所等
2019
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
 Contact point for the notice : Masaaki
及び問い合わせ先 〒1508001 東京都渋谷
Hirose, Contracts Unit 3, Contracts Divi‑
区神南２２１ 日本放送協会内 ㈱ＮＨ
sion, Financial Department, Inter‑Universi‑
Ｋビジネスクリエイト 調達・管財事業部
ty Research Institute Corporation High En‑
（資材・サービス）ＴＥＬ0354555554
ergy Accelerator Research Organization,
ＦＡＸ0354555592（㈱ＮＨＫビジネスク
11 Oho Tsukuba‑shi 3050801 Japan,
リエイトは日本放送協会の調達関係業務の業
TEL 0298645169
務委託先である。）
 Please be noted that if it is indicated that
 入札説明書の交付場所及び交付方法
environmental conditions relating to the
〒1508001 東京都渋谷区神南２２１
procurement are laid down in its tender do‑
日本放送協会経理局調達企画部 担当：池光
cuments.
令和元年５月27日から令和元年７月12日まで
の土曜日、日曜日、祝日を除く毎日10時から
入札公告
12時、13時から17時まで。なお、入札説明書
次のとおり一般競争入札に付します。
の交付のため交付場所へ来訪する際は、事前
令和元年５月 27 日
に電話（ＴＥＬ0354555520まで）連絡す
日本放送協会 経理局長 髙橋 正尚
ること。
◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 13
 入札説明会の日時及び場所 令和元年６月
〇第 2019１７号
４日11時 日本放送協会 放送センター 本
１ 調達内容
館16階 1625会議室 事前申し込みを必要と
 品目分類番号 14、71、27
する（１社につき２名まで）。
 購入等件名及び数量 ＩＣＩＳ専用端末更
宛先：m07502‑kokusai@li.nhk.or.jp
新 端末購入 １式
メールの件名は、
「【国際調達：説明会参
 調達件名の特質等 入札説明書による
加】：〇〇〇2019１７」〇〇〇に会社名
 納期 令和２年３月13日
を表記すること。
 納入場所 日本放送協会経理局長が指定す
 入札書の受領・開札日時及び場所 令和元
る場所
年７月16日11時 日本放送協会 放送セン
 入札方法 落札決定にあたっては、入札書
ター 本館16階 1625会議室
に記載された金額に消費税法及び地方消費税
４
その他
法の規定により、定められた税率により算定

契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
された金額を加算した金額（当該金額に１円
日本語及び日本国通貨
未満の端数があるときは、その端数金額を切
 入札保証金及び契約保証金 免除
り捨てるものとする。）をもって落札価格とす
 入札者に要求される事項 この一般競争に
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に
参加を希望する者は、入札説明書に記載した
係る課税事業者であるか免税事業者であるか
書類を指定した期限までに提出しなければな
を問わず、見積もった契約金額のうち消費税
らない。提出された書類等を審査の結果、み
額等に相当する額を除いた金額を記載した入
とめられた者に限り入札に参加できる。入札
札書を提出すること。
者は、開札日の前日までの間において、調達
２ 競争参加資格 競争入札参加資格の審査に関
担当者から当該書類に関し説明を求められた
する公告に基づき、競争入札参加資格の登録を
場合は、それに応じなければならない。
した者。なお、新たに競争入札参加資格を得よ
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
うとする者は下記の場所に申請すること。
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
〒1508001 東京都渋谷区神南２２１
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
日本放送協会経理局調達企画部 ＴＥＬ03
54555517 ＦＡＸ0354552110
書は無効とする。

 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
落札者の決定 予定価格の制限の範囲内で
あり、入札説明書等で指定する性能等の要求
による。
要件をすべて満たしている提案をした入札者
 納入期間 令和２年１月１日から令和３年
の中から、入札説明書で定める総合評価の方
12月31日まで
法をもって落札者とする。
 納入場所 新潟競馬場
 手続きにおける交渉の有無 無
 入札方法 詳細は入札説明書による。
 詳細は入札説明書等による
２ 競争参加資格
５ Summary
 経営状態及び信用状態が良好である者。
 Official in charge of disbursement of the
 平成30〜32年度（または令和２年度）日本
procuring entity : Masanao Takahashi Di‑
中央競馬会『物品等の調達に係る競争参加者
rector of Financial Department Japan
資格及び等級格付け審査基準』により契約の
Broadcasting Corporation
種類が「物品等の購入」であり、業種の区分
 Classification of the products to be pro‑
が「燃料類」または「その他」であって、等
cured : 14, 71, 27
級が「Ａ」に格付されている者であること。
 Nature and quantity of the products to be
なお競争参加資格を有しないで入札に参加
purchased : Replacement of computer for
しようとする者は、入札書提出期限までに下
ICIS 1 set
記に示す場所に資格審査申請書を提出し、競
 Delivery period : 13 March 2020
争参加資格が付与され、当該等級に該当する
 Delivery place : Place(s) specified by Di‑
場合のみ入札に参加できる。
rector of Financial Department Japan
〒1068401 東京都港区六本木６11１
Broadcasting Corporation
日本中央競馬会 法務部 契約室 ＴＥＬ
 Qualification for participating in the ten‑
0335915251
dering procedures : Suppliers eligible for
 ガス事業法（昭和29年３月31日号外法律第
participating in the proposed tender are
51号）に規定するガス小売事業者の登録を受
those who have applied and been listed in
けた者。
the permanent list of qualified suppliers
 本公告の日から開札日までの間に、本会か
 Time‑limit for tender : 11 : 00, 16 July
ら競争入札参加停止措置を受けている日が含
2019
まれていないこと。
 Contact point for the notice : Purchasing
３ 入札書の提出場所等
& Supplies Planning Division, Financial De‑
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
partment, Japan Broadcasting Corporation,
入札参加申込書、入札説明書の交付場所及び
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
参加資格等問い合わせ先 〒9503301 新潟
8001, Japan. TEL 0354555520 FAX 03
県新潟市北区笹山3490 日本中央競馬会 新
54552110
潟競馬場施設整備課 ＴＥＬ0252593141
入札公告
 入札説明会の日時及び場所 令和元年６月
13日（木）10時30分 新潟競馬場 大会議室
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 入札説明会又は新
令和元年５月 27 日
潟競馬場施設整備課にて交付する。
契約等担当職 日本中央競馬会
 入札、開札の日時及び場所 令和元年７月
新潟競馬場 副場長 後藤 裕一
18日（木）14時00分 新潟競馬場 大会議室
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 15
４ その他
〇元日競新調第３号
 契約手続において使用する言語及び通貨
１ 調達内容
日本語及び日本国通貨
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 都市ガス 一式
 入札保証金及び契約保証金 免除する。


