
(号外政府調達第  号)

報
官
木曜日
令和元年  月  日

契約書作成の要否 要。
落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
内で最低価格をもって有効な入札者を落札者
扱細則第５条の規定に該当しない者であるこ
とする。
と。
 手続きにおける交渉の有無 無。
 国立研究開発法人理化学研究所競争契約参
 その他 詳細は入札説明書による。
加資格又は国の競争参加資格（全省庁統一資
５
Summary
格）のいずれかにおいて平成31年度に「物品

Contracting entity : Sato Taichi, Director
の販売」の「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に
of
Administrative Division, RIKEN Kobe
格付けされている者であること。
branch.
３ 入札書の提出場所等
 Classification of the products to be pro‑
 入札書の提出場所、問合わせ先
cured : 15, 28
〒6500047 兵庫県神戸市中央区港島南町

Nature and quantity of the products to be
７１26 国立研究開発法人理化学研究所
purchased
: Replacement of R‑CCS Video‑
神戸事業所 研究支援部経理課 中島さつ
conference
System devices 1 set
き ＴＥＬ0789405848

Delivery
period
: By 28, February, 2020
 入札説明書の交付方法 令和元年10月17日
 Delivery place : RIKEN Center for Com‑
（木）から令和元年12月10日（火）までに、
putational Science
調達情報公開システムによりダウンロードす
 Qualifications for participating in the
ること。
tendering procedures : Suppliers eligible for
 入札説明会の日時及び場所 開催しない。
participating in the proposed tender are
 入札書の受領期限 令和元年12月19日15時
those who shall not come under Article 5
00分
of the Regulation concerning the Contract
 開札の日時及び場所 令和元年12月20日15
for RIKEN have the Grade A, Grade B or
時00分 国立研究開発法人理化学研究所 計
Grade C qualifications during fiscal 2019 in
算科学研究センター Ｃ107会議室
sales of product for participating in tenders
４ その他
by RIKEN, or in tenders by Single qualifi‑
 契約手続において使用する言語及び通貨
cation for every ministry and agency
日本語及び日本国通貨。
 Time limit of tender : 3 : 00 PM, 19, De‑
 入札保証金及び契約保証金 免除。
cember, 2019
 入札者に求められる義務 この一般競争に
 Contact point for the notice : Satsuki
参加する者は、封印した入札書の他に本公告
Nakajima, Finance Section, Administrative
に示した役務提供できることを証明する書類
Division, RIKEN Kobe Branch, 7126,
及び本研究所の交付する仕様書に基づく技術
Minatojima‑minamimachi, Chuo‑ku, Kobe,
審査資料を添付して入札書の受領期限までに
Hyogo 6500047, Japan TEL 078940
提出しなければならない。なお、入札者は、
5848
開札日の３日前までの間において、当該書類
２

競争参加資格



国立研究開発法人理化学研究所契約事務取

に関し説明を求められた場合は、それに応じ
なければならない。


入札の無効

本公告に示した競争参加資格

のない者のした入札及び入札者に求められる
義務を履行しなかった者のした入札は無効と
する。




◎調達機関番号
１

◎所在地番号

08



調達内容


品目分類番号



購入等件名及び数量


71、27

電子ジャーナル（American Chemical
Society）の利用



１式

電子ジャーナルパッケージ（Springer）

の利用


１式

電子ジャーナル（Nature）の利用

１

式


電子ジャーナル（Wiley）の利用



電子ジャーナルパッケージ（RSC Gold）
及びeBookコレクションの利用



１式

１式

文献情報データベース（Web of Sci‑

ence他）の利用


調達件名の特質等

１式
入札説明書及び仕様書

による。


履行期間

2020年１月１日から2020年12月

31日


履行場所
研究所

国立研究開発法人産業技術総合

〒3058560 茨城県つくば市梅園

１１１


入札方法

上記１の件名について、入札

に付する。落札決定に当たっては、入札書に
記載された金額に当該金額の10パーセントに
相当する額を加算した金額（当該金額に１円
未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする｡）をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
２

競争参加資格


国立研究開発法人産業技術総合研究所の契

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年 10 月 17 日
契約担当職
国立研究開発法人産業技術総合研究所
調達室長 橋本 卓也

808

〇産総第 86 号

約事務取扱要領第７条及び第８条の規定に該
当しない者であること。


国立研究開発法人産業技術総合研究所の契
約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領に
より、
「役務の提供等」の「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」
の等級に格付けされている者であること。

本入札公告の日から開札の時までの期間に
国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約
に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停
止を受けていないこと。
 技術力ある中小企業者等であって、国立研
究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る
競争参加者資格審査事務取扱要領第17条第１
項第１号、第２号、第３号、第４号又は第５
号のいずれかに該当する者においては、上記
２の等級の格付けにかかわらず入札に参加
することができる。
 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
争参加者の資格に関する公示」
（平成31年１月
８日付官報）に記載されている時期及び場所
で申請を受け付ける。
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒3058560 茨城県つくば市梅園１１
１ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
経理部調達室 髙橋 慶子 電話029861
2016
 入札説明書の交付期間及び方法 2019年10
月17日から2019年11月15日まで 上記３に
おいて交付する。
 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所
2019年11月28日17時 国立研究開発法人産
業技術総合研究所 経理部調達室
 入札書の受領期限 2019 年 12 月 ６ 日 17 時
（郵送による場合は必着のこと。）
 開札の日時及び場所 2019年12月９日14
時 14時10分 14時20分 14時30分
14時40分 14時50分 国立研究開発法人
産業技術総合研究所 中央第一事業所 本
部・情報棟６階入札室
４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
 入札保証金及び契約保証金 免除。
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書を本公
告の入札書の受領期限までに提出しなければ
ならない。また、入札者は、開札日の前日ま
での間において、契約担当職から説明を求め
られた場合は、それに応じなければならない。

