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 have grade A, B, C or D sale of prod‑
効とする。
ファクシミリ0298386374 メールアド
かを問わず、見積もった契約金額の110分の
ucts in terms of the qualification for par‑
 契約書作成の要否 要。
レスkeiyaku@naro.affrc.go.jp
100に相当する金額を入札書に記載すること。
ticipating in tenders by NARO (single
 落札者の決定方法 経理責任者より本件に
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提出した入札者であって、実施規則第31条の
上記３の場所にて交付又は電子メールによ
う。）第８条の規定に該当しない者であるこ
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規定に基づいて作成された予定価格の制限の
る送付を行う。
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Supplies Center, Department of General
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者も上記３により申請書及び資料を提出す
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(Only available in Japanese)
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おかつ競争参加資格の確認を受けていなけれ
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入札公告
用棟（２階）小会議室No.206（茨城県つく
ばならない。
なお、全省庁統一資格において、当該資格を
ば市観音台２１12）
 手続きにおける交渉の有無 無。
次のとおり一般競争入札に付します。
有する者は、同資格を有する者とみなす。
４ その他
 詳細は入札説明書による。
令和２年 10 月 26 日
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て

入札及び契約手続において使用する言語及
５
Summary
国立研究開発法人
をされている者及び民事再生法に基づき再生
び通貨
日本語及び日本国通貨。

Official in charge of disbursement of the
農業・食品産業技術総合研究機構
手続開始の申立てをされている者（上記２

入札保証金及び契約保証金
免除。
procuring
entity : Takeshi Hano, Director
本部管理本部総務部長 羽野
猛
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入札者に要求される事項
この一般競争に
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 農研機構における物品の製造・販売及び役
参加を希望する者は、上記３に示す提出期
Headquarters
of National Agriculture and
１ 調達内容
務等契約に係る指名停止等に関する措置細則
限までに申請書及び資料を提出し、経理責任
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 品目分類番号 14、27、71
又は農林水産本省物品の製造契約、物品の購
者から競争参加資格の確認を受けなければな
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 入札方法 落札決定に当たっては、入札書 ３ 入札手続等
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 Delivery period : 26 March 2021
に記載された金額に当該金額の10パーセント
 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
 Delivery place : described in the specifi‑
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
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