開札の日時及び場所 令 和 元 年 10 月 ４ 日
 納入場所 総合研究大学院大学
 Delivery period : By the 29 of November,
（金）11時00分 〒1050001 東京都港区虎
2019
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
ノ門二丁目10番１号虎ノ門ツインビルディン
 Delivery place : JOGMEC Head Office,
に記載された金額に当該金額の８パーセント
出方法により証明書等を提出すること。競争に
グ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
Technology Research Center, and Kyushu
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
参加する者に必要な資格等について確認を行
源機構
Branch Office
円未満の端数があるときは、その端数金額を
い、上記２からに該当する者に限り入札参
５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 全
 Qualification for participating in the ten‑
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
加の対象とする。
額免除
dering procedures : Suppliers eligible for
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
提出期限：令和元年９月24日（火）17時00分
６ その他必要な事項
participating in the proposed tender are
に係る課税事業者であるか免税事業者である
提出方法：「一般競争入札参加申請書」及び
 入札の無効 競争に参加する資格を有しな
those who shall :
かを問わず、見積もった契約金額の108分の
「資格審査結果通知書の写し」を電子入札シス
い者がした入札及び入札の条件に違反した入
 not come under Article 3 of the Public
100に相当する金額を入札書に記載すること。
テムにより提出。
札は無効とする。
Announcement on the Qualifications for ２ 競争参加資格
 入札説明会の有無 無
確認方法：電子入札システムにより通知
participating in the Tendering Pro‑
 国立大学法人総合研究大学院大学の契約事
 契約書作成の要否 要
※ 電子入札システムによりがたい者は、上記
cedures by JOGMEC.
務取扱規程第４条及び第５条の規定に該当し

落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲
書類を上記期日必着で、持ち込み、又は郵送
 have Grade A or B on lease of offer
ない者であること。
内で有効な入札を行った者のうち、最も低い
により提出のこと。
of services etc. These qualifications are
価格をもって入札した者を落札者とする。た
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
４ 契約条項を示す場所等
specified in tender by Ministry of Econo‑
だし、落札者となるべき者の入札価格によっ
いて令和元年度（平成31年度）に関東・甲信
 契約条項を示す場所及び問い合わせ先
my, Trade and Industry (single qualifica‑
ては、その者により当該契約の内容に適合し
越地域の「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣ等級
〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目10番
tion for every ministry and agency), in
た履行がなされないおそれがあると認められ
に格付けされている者であること。なお、当
１号虎ノ門ツインビルディング 独立行政法
the fiscal years 2019, 2020 and 2021.
るとき、又はその者と契約することが公正な
該競争参加資格については、平成30年11月26
人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 総務部
 Other requirements for participating in
取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって
日付け号外政府調達第222号の官報の競争参
情報システム課 鎌田、中島 Tel03
著しく不適当であると認められるときは、予
this tender, refer to tender explanation.
加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請
定価格の範囲内の価格をもって入札をした他
67588688 Fax 0367588055
 Time of tender : 11 : 00 AM, 4 October,
受付窓口において随時受け付けている。
の者のうち、最低の価格をもって入札をした
2019
Mail: nyusatsu̲isdiv@jogmec.go.jp
 購入物品に係る迅速なアフターサービス・
ものを落札者とすることがある。
 Contact point for the notice : Hisashi
 調達品目仕様書の交付期間、場所及び交付
メンテナンスの体制が整備されていることを

手続きにおける交渉の有無 無
Kamata, Information System Division, Gen‑
方法 令和元年８月９日（金）〜令和元年９
証明した者であること。
７ Summary
eral Coordination Department, JOGMEC,
月 13 日 （金） 平 日 10:00 〜 12:00 13:30 〜

本公告に示した物品を学長が指定する日
 Official in charge of disbursement of the
Toranomon Twin Building 2101
15:30とし、事前に上記４の問合せ先に連
時、場所に十分に納入することができること
procuring entity : Yuki Sadamitsu Execu‑
Toranomon, Minato‑ku, Tokyo 1050001,
絡先に交付申込を行うこととする。また、希
を証明した者であること。
tive Vice President of Japan Oil, Gas and
JAPAN, Tel : 0367588688
望 日 に 交 付 で きない場合がある。〒105
Metals National Corporation (JOGMEC)
 学長から取引停止の措置を受けている期間
0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号 虎
入札公告
 Classification of the products to be pro‑
中の者でないこと。
ノ門ツインビルディング西棟19階 独立行政
cured : 71, 27
３
入札書の提出場所等
次のとおり一般競争入札に付します。
 Nature and quantity of the products to be
法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 総務

入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
令和元年８月 15 日
required :
部 情報システム課
入札説明書の交付場所及び問合せ先
国立大学法人総合研究大学院大学
 Web conference device (including ap‑
※ 西棟19階エレベータホールにある内線電
〒2400193 神奈川県三浦郡葉山町上山口
学長 長谷川眞理子
purtenances) : 13 units
話から8688を呼び出し、本件仕様書を受取
字間門1560番35
総合研究大学院大学財務課
 Five‑Year software license related to a ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14
りに来た旨お伝えください。
下田
興胤
電話0468581593
〇第４号
above device : 13 licenses
 入札書の提出期限 令和元年10月４日（金）
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
 Five‑Year onsite maintenance : For 13 １ 調達内容
10時00分
記３の交付場所にて交付する。
 品目分類番号 14
units
提出方法：電子入札システムにより提出

入札書の受領期限 令和元年10月４日17時
 購入等件名及び数量 総合研究大学院大学
 Unpacking, setting, installation work :
※ 電子入札システムによりがたい者は、別
00分
学務システム 一式
For 13 unit
途定める様式により、上記期日必着で持込
 開札の日時及び場所 令和元年10月11日15
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 A set of documents (a warranty, a
時00分 総合研究大学院大学共通棟会議室
み、又は郵送により提出のこと。

納入期限
令和２年１月31日
manual etc)
３

一般競争入札参加の申し出

一般競争入札に



令和元年  月  日

木曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

参加しようとする者は、下記の提出期限及び提



