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Summary


Contracting entity : Hidemi Sone, Vice
President, Financial Affairs Department,
National Printing Bureau, Incorporated
Administrative Agency.

(号外政府調達第  号)



Classification of the products to be pro‑

cured : 12


Nature and quantity of the products to be
purchased : Printing Quality Checking De‑
vice : 12 units



Delivery period : 28 February 2020



Delivery place : As shown in the specifi‑

cation.


Qualifications for participating in the
tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall :



報

Not come under Article 61 of the Na‑
tional Printing Bureau's regulation con‑
cerning the contract procedures.
Furthermore, minors, person under co‑

官

nservatorship, and person under Assis‑
tance, who have obtained the consent ne‑
cessary for concluding a contract, may
come under this qualification in cases in‑

令和元年  月  日

木曜日

volving special reasons within the said
article.


Not come under Article 62 of the Na‑
tional Printing Bureau's regulation con‑
cerning the contract procedures.



Have Grade A, B or C in terms of the

qualifications for participating in tenders
for Sales by the National Printing Bu‑
reau, Incorporated Administrative Agen‑
cy, in the fiscal years 2019, 2020 and 2021.


Time‑limit for tender : 4 : 00 P.M. 15 Oc‑
tober 2019



Contact point for the notice : Yoshiko



Niida, Procurement Contract Division, Fi‑
nancial Affairs Department, National Prin‑
ting Bureau, Incorporated Administrative

入札者に要求される事項 入札に参加する
者は、入札説明書で定める所要の証明書等を
提出し、本契約の履行が可能であることを証
4612
みが同等であった場合、くじで落札者を決定
明すること。入札者は、開札日の前日までの
 Acquire the electric certificate incase of
する。詳細は入札説明書による。
間において、調達部長及び調達部長から指名
using the Electric Bidding System
２ 競争参加資格
された者から当該書類に関し説明を求められ
http://www.npb.go.jp/ja/guide/finance/
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
た場合は、それに応じなければならない。
portal/Index.html
いて、令和元年度に「役務の提供」のＡ〜Ｄ
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必
等級に格付けされている者であること。
入札公告
要な条件のない者の入札及び入札の条件に違
 競争に参加できない者 競争に係る契約を
反した入札等。詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
締結する能力を有しない者及び破産者で復権
 契約書の要否 要。
令和元年８月 15 日
を得ない者。資格審査申請書及びその添付書
 落札者の決定方法 上記３に記載する書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
類に故意に虚偽の事実を記載した者、警察当
類等の審査の結果、認められた者で、当機構
調達部長 大井田俊彦
局から、暴力団員が実質的に経営を支配する
が定める予定価格の範囲内の最低価格で入札
◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13
業者又はこれに準ずるものとして、建設工事
を行ったものを落札者とする。
〇第 19 ＴＫ 00366 ＨＱＫＩ号
 その他 詳細は入札説明書による。
及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の
１ 調達内容
調達契約からの排除要請があり、当該状態が ５ Summary
 品目分類番号 14、71、27
 Contracting Entity : Toshihiko Oida, Di‑
継続している者等。詳細は入札説明書による。
 調達サービス及び数量 追跡ネットワーク
rector of Procurement Department, Japan
３ 入札説明書の交付場所等
業務用計算機等の賃貸借（リース）
Aerospace Exploration Agency (JAXA)
 問い合わせ先 〒3058505 茨城県つくば
 調達サービスの概要 追跡ネットワーク業
 Classification of the products to be pro‑
市千現２１１ 国立研究開発法人宇宙航
務用計算機等の賃貸借（リース）を行う。
cured ; 14, 71, 27
空研究開発機構 調達部研究・事業調達室
 履行期限 調達仕様書による。
 Nature and quantity of the products to be
大脇 俊洋 電話05033622312
procured : Computer replacement for Trac‑
 履行場所 宇宙航空研究開発機構 筑波宇
tender‑kei2@ml.jaxa.jp
king and communications operations
宙センター他 詳細は仕様書による。
 入札説明書の交付方法 令和元年８月15日
 Fulfillment Deadline : refer to each speci‑
 入札金額 入札金額は、本調達を実施する
（木）から令和元年９月20日（金）まで、入
fication
ために必要な総価とする。消費税は８％とし
札情報公開システムによりダウンロードする
 Fulfillment Place : JAXA Tsukuba Space
て契約金額を見積もること。また、落札決定
こと。なお、ダウンロードに必要なパスワー
Center, other
に当たっては、入札書に記載された金額の

Qualifications for participating in the
ドは上記３に問い合わせること。
８％に相当する額を加算した金額をもって落
tendering procedures ; Suppliers eligible for

入札説明会の日時及び場所
参
加
希
望
が
札価格とするので、入札者は、消費税に係る
participating in the proposed tender are
あった場合にのみ令和元年９月24日(火)に開
課税事業者であるか免税事業者であるかを問
those who shall : have the Grade A, B, C, D
催する。
わず、見積もった契約金額の108分の100に相
qualification during fiscal 2019 in offer of
 入札書の提出期限及び入札書の提出方法
当する金額を入札書に記載すること。なお令
Services participating in tenders by Single
令和元年10月４日（金）14時 電子入札シス
和元年10月に消費税率引き上げが行われる場
qualification for every ministry and agency.
テム等により提出すること。
合には、これに対応して契約金額等を変更す
 Time‑limit for tender ; 2 : 00 P.M., 4 Octo‑
 開札の日時及び場所 令 和 元 年 10 月 ４ 日
る。
ber 2019
（金）14時01分ごろ 電子入札システム等に
また、同価の入札を行った者が２人以上あ
 Contact point for the notice : Toshihiro
より行う。
るときは環境活動への取り組みが優れた入札
Oowaki General Procurement Office, Pro‑
者を落札者とするため、環境会計公表、ＩＳ ４ その他
curement Department, JAXA 11, Sengen
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
Ｏ14001の報告を含む環境報告書発行、ＩＳ
2 chome, Tsukuba, Ibaraki, 3058505 Ja‑
日本語及び日本国通貨とする。
Ｏ14001認証取得又は同等の環境活動評価プ
pan TEL : 05033622312
 入札保証金及び契約保証金 免除。
ログラム実施、環境管理部門の設置の取り組
Email : tender‑kei2@ml.jaxa.jp
Agency, 225 Toranomon Minato‑ku,

みを行っている場合は、それを確認できる書

Tokyo 1058445 Japan TEL 036893

類等を用意すること。さらに環境への取り組



