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 入札説明会の日時及び場所 開催しない。 ◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
 Time‑limit for tender : 3 : 00 PM 22 De‑
 入札説明書の交付方法 本公告の日から、
ただし、令和２年11月９日から11月13日まで １ 調達内容
原則として電子メールにより交付する。交付
cember, 2020. The tender documents must
の間に必ず現場確認を実施すること。なお、
を希望する者は、次の内容の電子メールを、
 品目分類番号 14
reach us without fail by 5 : 00 PM 18 De‑
申込期限は令和２年11月５日午後５時までと
管財部契約課アドレス（pnbid‑k@jfc.go.jp）
 購入等件名及び数量 大阪教育ローンセン
cember, 2020. Whether they are mailed or
する。詳細は入札説明書による。
に送信し、担当者まで電話連絡を行うこと。
ターにおける什器等の購入並びに既存什器等
brought to us by a messenger.
 入札書の受領期限 令和２年12月21日午後
ア 電子メールの標題に、
「入札公告第２
 Contact point for the notice : Contract
の移設作業 一式
１時30分、郵送又は使者による入札の場合は
284号に係る入札説明書交付希望」と記載
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
Div., Finance and Accounting Dept. PMAC,
令和２年12月17日午後５時必着とする。
する。
 開札の日時及び場所 令和２年12月21日午
による。
175 Yushima Bunkyo‑ku Tokyo 113
イ 電子メールの本文に、次の内容を記載す
後１時30分 日本私立学校振興・共済事業団
 納入期限 入札説明書及び仕様書による。
8441 Japan TEL 0338138542
る。
共済事業本部 ５階大会議室
 入札件名「大阪教育ローンセンターに
〇第 18 号
 納入場所 入札説明書及び仕様書による。
４ その他
おける什器等の購入並びに既存什器等の
１ 調達内容
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
、、、、、、、 第17号と同
移設作業」
 品目分類番号 14
に記載された金額に当該金額の消費税及び地
じ
 交付申請者の住所、氏名、電話番号、
 借入件名及び数量 共済事業本部デジタル ５ Summary
方消費税に相当する額を加算した金額（当該
メールアドレス（交付申請者が法人の場
複合機の賃貸借及び保守
金額に１円未満の端数があるときは、その端
 The same as the Notice Above. (No. 17)
合は、住所、法人名、担当部署、担当者
 Classification of the products to be rent :
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
数金額を切り捨てるものとする。）をもって落
氏名（役職）
、電話番号、メールアドレ
14
による。
札価格とするので、入札者は、消費税にかか
ス）
 Nature and quantity of the products to be
 借入期間 令和３年４月１日から令和８年
る課税事業者であるか免税事業者であるかを
公庫が当該電子メールに入札説明書を添付
rent : Lease and maintenance for multifunc‑
したうえで交付申請者に返信することによ
３月31日
問わず、
「見積もった金額×100／（100＋消費
tion printers
り、入札説明書を交付する。なお、窓口での
 借入場所 〒1138441 東京都文京区湯島
税及び地方消費税の税率（パーセント）
）」に
 Rent period ; From 1, April, 2021 through
直接交付を希望する者に対しては、上記３
一丁目７番５号 日本私立学校振興・共済事
相当する金額を入札書に記載すること。
31, March, 2026
の交付場所にて交付を行う。
（上記３におけ
業団 共済事業本部事務所
２ 競争参加資格
 Rent place : PMAC office
る「日本公庫エントランス１階総合受付」に

Qualification
for
participating
in
the
ten‑
 入札方法 入札金額は、60か月の借入金額
 入札に参加を希望する者は、競争参加資格
上記３の担当名及び当該案件に係る入札説
dering procedures : Suppliers eligible for
及び保守料金並びに導入一時経費の総価を
申請書に必要事項を記載のうえ、下記３株
明書交付希望の旨を伝えること。）
participating in the proposed tender are
もって入札に付する。落札者の決定に当たっ
式会社日本政策金融公庫管財部契約課へ提出
 入札書の提出期限 令和２年12月18日（金）
those who shall :
ては、入札書に記載された金額に当該金額の
すること。申請書及び添付書類等は、株式会
12時00分（郵送による場合は必着のこと。）
, ,  The same as the Notice Above.
10％に相当する額を加算した金額（当該金額
社日本政策金融公庫において審査するものと
 開札の日時及び場所 令 和 ２ 年 12 月 21 日
(No. 17)
（月）11時00分 大手町フィナンシャルシティ
に１円未満の端数があるときは、その端数金
し、合格した者のみ競争参加資格を有するも
 have the Grade A, B or C Offer of
ノースタワー４階 407会議室
額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
のとする。
services in terms of the qualification for
participating in tender by every ministry
格とするので、入札者は、消費税及び地方消
 令和01・02・03年度全省庁統一資格、
「物品 ４ その他
 入札、契約手続において使用する言語及び
and agency of Japan in the fiscal years
費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
の販売」又は「役務の提供等」において「Ａ」、
通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
2021.
あるかを問わず、見積もった契約金額の110
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている
 入札保証金及び契約保証金 全額免除
 prove to have met the qualification re‑
分の100に相当する金額を入札書に記載する
者であること、又は、申請書類により同等で
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
quirements which the PMAC specify.
こと。
あると確認できる者であること。
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
 Time‑limit of tender : 1 : 30 PM 21 De‑
２ 競争参加資格

入札説明書に定める資格を有する者である
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
cember, 2020. The tender documents must
書は無効とする。
、、 第17号と同じ
こと。なお詳細については入札説明書に記載
reach us without fail by 5 : 00 PM 17 De‑
 契約書作成の要否 要
cember, 2020. Whether they are mailed or
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
のとおり。
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
brought to us by a messenger.
いて令和３年度「役務の提供等」のＡ、Ｂ又
３ 入札書の提出場所等
内で最低価格をもって有効な入札を行った入

The
same
as
the
Notice
Above.
(No.
17)
はＣ等級に格付けされている者であること。
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
札者を落札者とする。
 本事業団の定める事前提出書類を期限まで
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
入札公告
 詳細は入札説明書による。
に提出し、必要な要件を満たすことを証明し
〒1000004 東 京 都 千代田区大手町１ ５ Summary
次のとおり一般競争入札に付します。
た者であること。
９４ 大手町フィナンシャルシティ ノー
 Contracting entity : MOTONISHI Ma‑
令和２年 10 月 30 日
３ 入札書の提出場所等
スタワー 株式会社日本政策金融公庫 管財
sato, Head, Property Administration De‑
株式会社日本政策金融公庫
、 第17号と同じ
部契約課 堀口 恵梨 電話0332701552
管財部長 本西 正人
partment, Japan Finance Corporation

