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 have Grade A, B or C in terms of the
競争参加資格
４ その他
 入札方法 一般競争入札 入札金額は調達
機器等の賃貸借契約期間中における総価
国立研究開発法人産業技術総合研究所の契
qualification for participating in tenders
 契約手続において使用する言語及び通貨
（60ヶ月分）を記載すること。なお、落札者
約事務取扱要領第７条及び第８条の規定に該
by
National
Institute
of
Advanced
Indus‑
日本語及び日本国通貨。
の決定に当たっては入札書に記載された金額
当しない者であること。
trial
Science
and
Technology
(in
the
fis‑
 入札保証金及び契約保証金 免除。
に当該金額の８パーセントに相当する額を加
 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契
cal
year
of
2019,
2020
and
2021)
 入札者に要求される事項 この一般競争に
算した金額（当該金額に１円未満の端数があ
約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領に
 Time‑limit for Tender : 17 : 00, October 7,
参加を希望する者は、封印した入札書を本公
るときは、その端数を切り捨てた金額）をもっ
より、
「物品の製造」又は「物品の販売」の「Ａ」、
2019
告の入札書の受領期限までに提出しなければ
て落札価格とするので、入札者は消費税及び
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている

Contact point for the notice : Kazuki
ならない。また、入札者は、開札日の前日ま
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
者であること。
Shimizu,
Accounting
Team,
National
Insti‑
での間において、契約担当職から説明を求め
業者であるかを問わず、見積った価格の110
 本入札公告の日から開札の時までの期間に
tute of Advanced Industrial Science and
られた場合は、それに応じなければならない。
分の100に相当する金額を入札書に記載する
国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約
Technology Tohoku, 421, Nigatake,
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
こと。
に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停
Miyagino‑ku, Sendai, Miyagi, 9838551 Ja‑

電子入札システムの利用 本案件は、原則
のない者の提出した入札書及び入札者に求め
止を受けていないこと。
pan. TEL 0222378010
として電子入札システムにより行うものとす
られる義務を履行しなかった者の提出した入
 技術力ある中小企業者等であって、国立研
る。当該システムによりがたい者は、別途定
入札公告
札書は無効とする。
究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る
める様式により、紙入札とすることができる。
 契約書作成の要否 要。
競争参加者資格審査事務取扱要領第17条第１
次のとおり一般競争入札に付します。
２
競争に参加する者に必要な資格に関する事項
項第１号、第２号、第３号、第４号又は第５
 落札者の決定方法 当研究所において採用
令和元年８月 15 日
下記全ての条件を満たすものとする。
号のいずれかに該当する者においては、上記
できると判断した入札者であって、当研究所
独立行政法人
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
２の等級の格付けにかかわらず入札に参加
の規定に基づいて作成された予定価格の制限
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
機構の「競争参加者の資格に関する公示」の
することができる。
の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
契約担当役 理事 定光 裕樹
「３競争に参加することができない者」に該
 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
行った入札者を落札者とする。
◎調達機関番号 586 ◎所在地番号 13
当しない者であること。
争参加者の資格に関する公示」
（平成31年１月
 詳細は、入札説明書による。
１ 競争入札に付する事項
 国内の法人又は個人については、令和元・
８日付官報）に記載されている時期及び場所
２・３年度（平成31・32・33年度）の競争参
５ Summary
 品目分類番号 71、27
で申請を受け付ける。
加資格（全省庁統一資格）
「役務の提供等」の
 件名 ＷＥＢ会議システムの賃貸借契約の
 Official in charge of disbursement of the
３ 入札書の提出場所等
「賃貸借」で「Ａ」若しくは、
「Ｂ」の等級に
実施について（電子入札対象案件）
procuring entity : Kazuhiko Aoki, Manager
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
格付けされている者であること。又は当該競
 調達機器等
of
Tohoku
General
Affairs
Office
for
Na‑
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
争参加資格を有していない者で、入札日まで
 ＷＥＢ会議装置本体（付属品等含）13式
tional Institute of Advanced Industrial Sci‑
〒9838551 宮城県仙台市宮城野区苦竹
に競争参加資格審査を受け、当該等級に格付
 本体に付随するソフトウェアライセンス
ence and Technology Tohoku
４２１ 国立研究開発法人産業技術総合
けされた者であること。
５年分13ライセンス
 Classification of the products to be pro‑
研究所 東北センター研究業務推進室 清水
 現在、国又は政府関係機関等から補助金交

オンサイト保守５年分13式分
一嬉 電話0222378010
cured : 24
付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処
 開梱・設定・設置作業13式分
 入札説明書の交付期間及び方法 令和元年
 Nature and quantity of the products to be
分を受けていないこと。
 書類一式（保証書、マニュアル等）
８月15日から令和元年８月27日まで 上記３
purchased : Composite metallic material
 電子入札システムを利用するための利用者
 納入期限 令和元年11月29日
において交付する。
forming apparatus using a double nozzle
登録をしている者であること。
（電子入札シス
 賃貸借期間 令和元年12月（賃貸借開始日）
 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は
テムへの参加については、当機構ホームペー
spray method 1 set
から５年間（60ヶ月分）
開催しない。
ジをご参照下さい。）
 Delivery period : February 28, 2020

納入場所
 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所
 本公告に示した調達物品を納入できること
 Delivery place : Advanced Institute for
・東京本部 独立行政法人石油天然ガス・金
令和元年９月19日17時 国立研究開発法人
を証明するため、下記Ⅰ及びⅡの条件を満た
Materials Research, Tohoku University
属鉱物資源機構 東京都港区虎ノ門二丁目
産業技術総合研究所 東北センター研究業務
した書類を令和元年９月24日（火）17時まで
 Qualification for participating in the ten‑
10番１号虎ノ門ツインビルディング
推進室
に持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールへの添付
dering procedures : Suppliers eligible for
・技術センター 独 立 行 政法人石油天然ガ
 入札書の受領期限 令和元年10月７日17時
等の方法により提出すること。なお、該当資
participating in the proposed tender are
ス・金属鉱物資源機構 千葉県千葉市美浜
（郵送による場合は必着のこと。）
格を有しない者にのみ令和元年９月25日（水）
those who shall :
区浜田一丁目２番２号
 開札の日時及び場所 令和元年10月８日14
15時までに通知を行う。
 not come under Article 7 and 8 of the
・九州支部 独立行政法人石油天然ガス・金
時 国立研究開発法人産業技術総合研究所
Ⅰ 選定した物品が仕様を満たすことを証明
Cabinet Order concerning the Contract
属鉱物資源機構 福岡市博多区博多駅前二
東北センター 東北産学官連携研究（ＯＳＬ）
する書類（カタログ等の仕様書等をいう）。
棟３階会議室
丁目19番24号大博センタービル10Ｆ
Ⅱ 選定した物品の納期予定を示す書類。
for AIST.
２



