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Qualification for participating in the ten‑
dering procedures : Suppliers eligible for
participating in the open tender are those
who shall :
 Not come under Article 11 of the Cen‑
tral Nippon Expressway Company Limit‑
ed regulation concerning the contract
procedures
 Have been qualified through the ex‑
amination of the documents submitted.
Submit the following documents before
the deadline
・Copy of commercial registration
・Company profile
・Latest financial statements
・Copy of certificate of tax payment
within three months
 Not be under suspension of registration
by Director General of Kanazawa
Branch, Central Nippon Expressway
Company Limited from the deadline for
submission of tender documents till the
date of bid opening
 Not have capital relationship and／or
personnel relationship with other bidders
 Have registered as an electricity retail‑
er in accordance with Article 213 and
Article 22 of the Electricity Utilities In‑
dustry Law
 Have sales results of supplying elec‑
tricity as an electricity retail in the past
 Time‑limit for tender : 4 : 00 PM, 18 De‑
cember 2020 (Tenders submitted by mail :
4 : 00 PM 18 December 2020)
 Contact point for the notice : Contract Di‑
vision, Accounting／Contract Department,
Kanazawa Branch, Central Nippon Ex‑
pressway Company Limited, 170 Kami‑
nomachi Higashi, Kanazawa‑shi Ishikawa‑
ken, 9200365, Japan. TEL 0762404935

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 30 日
日本私立学校振興・共済事業団
理事長 清家
篤

◎調達機関番号 404 ◎所在地番号 13
５ Summary
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、
〇第 17 号
 Contracting Entity : SEIKE Atsushi, Pre‑
入札説明書の交付場所及び問合せ先
１ 調達内容
sident of The Promotion and Mutual Aid
〒1138441 東京都文京区湯島一丁目７番
 品目分類番号 22、31
Corporation for Private Schools of Japan
５号 日本私立学校振興・共済事業団 財務
 購入等件名及び数量 東京臨海病院 ナー
(referred to as PMAC)
部契約課 西井 佑実 電話0338138542
スコールシステム更新
 Classification of the products to be pro‑
 入札説明書の交付方法 本公告の日から前
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
cured : 22, 31
記の場所にて交付する。
による。

Nature and quantity of the products to be
 入札説明会の日時及び場所 開催しない。
 納入期限 令和３年３月31日
ただし、令和２年11月16日から11月17日まで
purchased : Nurse call system Replacement
 納入場所 日本私立学校振興・共済事業団
の間に必ず現場確認を実施すること。なお、
 Delivery period : By 31 March, 2021
東京臨海病院
申込期限は令和２年11月13日午後３時までと
 入札方法 落札者の決定に当たっては、入
 Delivery place : PMAC Tokyo Rinkai
する。詳細は入札説明書による。
札書に記載された金額に当該金額の10％に相
Hospital
 入札書の受領期限 令和２年12月22日午後
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
 Qualification for participating in the ten‑
３時、郵送又は使者による入札の場合は令和
満の端数があるときは、その端数金額を切り
dering procedures : Suppliers eligible for
２年12月18日午後５時必着とする。
捨てるものとする。）をもって落札価格とする
participating in the proposed tender are
 入札、開札の日時及び場所 令和２年12月
ので、入札者は、消費税及び地方消費税にか
those who shall :
22日午後３時 日本私立学校振興・共済事業
かる課税事業者であるか免税事業者であるか
団 共済事業本部 ５階大会議室
 not come under Article 25 of the Ac‑
を問わず、見積もった契約金額の110分の100
４ その他
counts official regulations of PMAC.
に相当する金額を入札書に記載すること。
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
Furthermore, minors, Person under Con‑
２ 競争参加資格
日本語及び日本通貨。
servatorships or Person under Assistance
 日本私立学校振興・共済事業団会計規程第
 入札保証金及び契約保証金 免除。
25条の規定に該当しない者であること。なお、
that obtained the consent necessary for
 入札者に要求される事項 この一般競争に
未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
concluding
a contract may be applicable
参加を希望する者は、入札説明書で示した必
契約締結のために必要な同意を得ている者
under cases of special reasons within the
要な書類を指定した期限までに提出しなけれ
は、同条中、特別の理由がある場合に該当す
said clause.
ばならない。入札者は開札日の前日までの間
る。
において、契約担当者から当該書類に関し説
 not come under Article 26 of the Ac‑
 日本私立学校振興・共済事業団会計規程第
明を求められた場合は、それに応じなければ
counts official regulations of PMAC.
26条の規定に該当しない者であること。
ならない。
 not be currently under a suspension of
 文部科学省機関において取引停止又は指名
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
business order as instructed by the ob‑
停止の処分を受けている期間中の者でないこ
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
ligating officer.
と。
れる義務を履行しなかった者の提出した入札

have the Grade A, B or C Sales of
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
書は無効とする。
いて令和２年度「物品の販売」Ａ、Ｂ又はＣ
Product in terms of the qualification for
 契約書作成の要否 要。
の等級に格付けされている者であること。
participating in tender by every ministry
 落札者の決定方法 日本私立学校振興・共
 購入機器にかかる迅速なアフターサービス
済事業団会計規程第35条第１項に基づき作成
and agency of Japan in the fiscal years
及びメンテナンスの体制が整備されているこ
された予定価格の制限の範囲内で最低価格を
2020.
とを証明した者であること。
もって有効な入札を行った者を落札者とす
 prove to have prepared a system to
 平成29年度から令和元年度に病床数400床
る。ただし、適切な契約の履行が困難とされ
provide rapid after‑sales services and
以上の医療法第31条に規定する公的医療機関
るとき又は公正な取引秩序を乱す恐れのある
maintenance for the procured products.
又は私立大学付属病院において取引実績があ
ときはこの入札者を落札者とせず、この入札

have the results that delivered medical
る者であること。
者以外のうち最低の価格による入札者を落札
instrumentation
to medical institutions.
 本事業団が定める技術的要件を満たすこと
者とすることがある。

prove
to
have
met the technical re‑
を事前提出書類により証明した者であるこ
 手続における交渉の有無 無。
 その他 詳細は入札説明書による。
と。
quirements which the PMAC specify.

