 購入等件名及び数量 国立科学博物館筑波 ３ 入札書の提出場所等
入札の無効 本公告に示した競争参加資格
nors, Person under Conservatorship or
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
Person under Assistance that obtained
地区で使用する電気 契約電力1000kW 予
入札説明書の交付場所及び問合せ先
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
the consent necessary for concluding a
定使用電力量4836000kWh
〒1108718 東京都台東区上野公園７20
書は無効とする。
contract may be applicable under cases
 調達件名の特質等 入札説明書による。
国立科学博物館経営管理部財務課（契約担
 契約書作成の要否 要
of special reasons within the said clause.
 契約期間 2021年４月１日から2022年３月
当） 泉谷 尚宏 電話0358149830
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
 not come under Article 71 of the Cabi‑
31日
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
net Order concerning the Budget, Audit‑
 供給場所 国立科学博物館 筑波地区（茨
記３及び下記の交付場所にて交付する。
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
ing and Accounting.
城県つくば市天久保４１１）
〒3050005 茨 城 県 つくば市天久保４
を行った入札者を落札者とする。
 have Grade : 1〜 A, B, C or
１１ 国立科学博物館経営管理部研究推進
 手続における交渉の有無 無
 入札方法 入札金額は、各社において設定
D in the Manufacture or Sale
管理課
 詳細は入札説明書による。
する契約電力に対する単価（基本料金単価）
1 A, B, C or D in the Manufacture

入札説明会の日時及び場所 令和２年11月
６ Summary
及び使用電力量に対する単価（電気料金単価）
in the Kanto and Koushinetsu area in
13日11時00分 国立科学博物館筑波地区総合
 Official in charge of disbursement of the
を根拠とし、あらかじめ当館が別途提示する
terms of the qualification for participat‑
研究棟１階 多目的室
procuring entity : MAYUMI Yasuji Deputy
月毎の契約電力及び予定使用電力に基づき算
 入札書の受領期限 令和２年12月22日17時
ing in tenders by Ministry of Defense.
Director General, Procurement Operations
出した各月の対価の年間総価を記載するこ
00分
(Arms and supplies) for Department of Pro‑
(Single qualification for every ministry
と。なお、落札決定に当たっては、入札書に
 開札の日時及び場所 令和３年２月２日11
curement Operations, Acquisition, Technol‑
and agency) in the fiscal years 2019, 2020
記載された金額に当該金額の10パーセントに
時00分 国立科学博物館日本館４階 大会議
ogy and Logistics Agency
and 2021.
室
 Classification of the products to be pro‑
相当する額を加算した金額（当該金額に１円
 The person who is not being under sus‑
４
その他
cured : 12, 13, 24
未満の端数があるときは、その端数金額を切
pension of nomination by Director Gener‑
 Nature and quantity of the products to be

契約手続において使用する言語及び通貨
り捨てるものとする。）をもって落札価格とす
al for Health and Medicine, Director Ge‑
日本語及び日本国通貨。
purchased :
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に
neral, Bureau of Defense Policy or Com‑
 CRANE LOWHEAD TRAVELING, 1
 入札保証金及び契約保証金 免除。
係る課税事業者であるか免税事業者であるか
missioner, Acquisition, Technology and
 入札者に要求される事項 この一般競争に
set
Logistics
Agency.
を問わず、見積もった契約金額の110分の100
 CRANE OVERHEAD TRAVELING, 1
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
 Time‑limit for tender : 1〜 18 : 00
に相当する金額を入札書に記載すること。
告に示した物品を納入できることを証明する
set
17 Dcember 2020
２ 競争参加資格
 SHIP BINOCULAR, 2 each
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
 Contact point for the notice : NAGASE
 TOOL KIT, LINE MAINTENANCE,
しなければならない。入札者は、開札日の前
 独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱
Ryoko Machinery and Vehicles Office De‑
日までの間において、契約担当役から当該書
2 set
規則第７条に該当しない者であること。
 TESTER, PRESSURE GAGE, 1 each
類に関し説明を求められた場合は、それに応
partment of Procurement Operations, Ac‑
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
 PUMP, UNIT, CENTRIFUGAL, 4 as‑
じなければならない。
quisition, Technology and Logistics Agen‑
いて令和３年度に関東・甲信越地域の「物品

入札書の無効 本公告に示した競争参加資
sembly
cy, 51 Ichigayahonmuracho Shinjukuku
の製造」又は「物品の販売」の「Ａ」
、
「Ｂ」
 EXCAVATOR, 2 each
格のない者の提出した入札書、入札者に求め
Tokyo 1628870 Japan. TEL 033268
又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であ
 FORKLIFT TRACK, 2 each
られる義務を履行しなかった者の提出した入
3111 Ext. 35294
ること。
 Delivery period : as in the tender do‑
札書、その他入札説明書による。
入札公告
 省CO２化の要素を考慮する観点から、入札
 契約書作成の要否 要。
cumentation
 落札者の決定方法 本公告に示した物品の
 Delivery place : as in the tender do‑
説明書に記載する基準を満たす者であるこ
次のとおり一般競争入札に付します。
納入をできると契約担当役が判断した入札者
cumentation
と。
令和２年 10 月 27 日
 Qualification for participating in the ten‑
であって、独立行政法人国立科学博物館契約
 契約担当役等から取引停止の措置を受けて
独立行政法人国立科学博物館
事務取扱規則第14条の規定に基づいて作成さ
dering procedures : Suppliers eligible for
いる期間中の者でないこと。
契約担当役 経営管理部長 木下 孝洋
れた予定価格の制限の範囲内で、最低価格を
participating in the proposed tender are
 電気事業法第３条の規定に基づき一般送配
◎調達機関番号 512 ◎所在地番号 13
もって有効な入札を行った入札者を落札者と
those who shall :
電事業の許可を得ている者又は電気事業法第
する。
 not come under Article 70 of the Cabi‑ 〇第１号
２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録
 手続きにおける交渉の有無 無。
net Order concerning the Budget, Audit‑ １ 調達内容
 品目分類番号 26
を受けている者であること。
 その他 詳細は入札説明書による。
ing and Accounting. Furthermore, mi‑
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