
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
令和  年  月  日

 Classification of the products to be pro‑
cured : 14
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Fixtures and fittings, etc. and
Relocation of equipment in Osaka educa‑
tional loan center, 1 set
 Delivery period : refer to the tender do‑
cumentation.
 Delivery place : refer to the tender do‑
cumentation.
 Time‑Limit for tender : 12 : 00, 18 Decem‑
ber 2020
 Contact
point
for
the
notice :
HORIGUCHI Eri, Property Administration
Department, Japan Finance Corporation,
1  9  4 Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo,
1000004, Japan TEL 0332701552

３

入札者に求められる義務 参加希望者は入札
説明書に示す資料等を令和２年11月９日午前11
時00分までに下記４に示す場所に提出するこ
と。
４ 問合せ先 〒1008792 東京都千代田区大手
町二丁目３番１号 日本郵便株式会社調達部契
約担当 橋本征一郎 電話0334770641
５ その他
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
さない者の入札及び入札条件に違反した入札
 手続で使用する言語・通貨
日本語・日本円
 契約保証金 不要
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
 詳細は入札説明書による
６ Summary
 Contracting entity : Kouji Kamiozaki, Di‑
入札公告
rector General of Procurement Division, Ja‑
pan Post Co., Ltd.
次のとおり一般競争入札に付します。
 Classification of the goods to be pro‑
令和２年 10 月 30 日
cured : 23
契約責任者 日本郵便株式会社
 Nature and quantity of the goods to be
調達部担当執行役員 上尾崎幸治
purchased : About 236,000 sets of Cabinet
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
Holder and other 2 items
１ 調達内容
 Delivery period : By 31 January 2022 (fi‑
 品目分類番号 23
nally)
 件名及び数量 キ ャ ビ ネ ッ ト ホ ル ダ ー
 Delivery place : By specification
236000セット（予定）ほか２点
 Time limit for tender : 11 : 00 AM 9 No‑
 特質等 仕様書による。
vember 2020
 納入期限 令和４年１月31日（最終）
 Contact Point for the notice : Seiichiro
 納入場所 仕様書による。
Hashimoto, Procurement Division, Japan
 入札、開札の日時及び場所 令和２年11月
Post Co., Ltd. 231 Otemachi Chiyoda‑
10日午前10時40分 日本郵便電子入札システ
ku Tokyo 1008792, Japan. TEL
ム
0334770641
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
入札公告
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
次のとおり一般競争入札に付します。
力者であって契約締結のために必要な同意を
令和２年 10 月 30 日
得ている者を除く。
契約責任者 日本郵便株式会社
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
調達部担当執行役員 上尾崎幸治
る者でその制限期間を経過しない者
 会社法の特別清算開始を命じられ、若しく ◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
は同清算開始の申立をされ、又は破産法の破 〇第１号（№１）
産手続開始、会社更生法の更生手続開始若し １ 調達内容
 品目分類番号 ９
くは民事再生法の再生手続開始の申立をし、
 件名及び数量 道 順 組 立 棚 （40 口） 用 机
若しくはされた者。但し、手続終結者を除く。
538個（予定）
 反社会的勢力と認められる者

特質等 仕様書による。
納入期限 令和３年３月26日
納入場所 仕様書による。
入開札の日時及び場所 令和２年12月21日
午前10時00分 日本郵便電子入札システム
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
力者であって契約締結のために必要な同意を
得ている者を除く。
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
る者でその制限期間を経過しない者
 会社法の特別清算開始を命じられ、若しく
は同清算開始の申立をされ、又は破産法の破
産手続開始、会社更生法の更生手続開始若し
くは民事再生法の再生手続開始の申立をし、
若しくはされた者。但し、手続終結者を除く。
 反社会的勢力と認められる者
３ 入札者に求められる義務 参加希望者は入札
説明書に示す資料等を令和２年12月10日午前11
時00分までに下記４に示す場所に提出するこ
と。
４ 問合せ先 〒1008792 東京都千代田区大手
町二丁目３番１号 日本郵便株式会社調達部契
約担当 橋本征一郎 電話0334770641
５ その他
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
さない者の入札及び入札条件に違反した入札
 手続で使用する言語・通貨
日本語・日本国通貨
 契約保証金 不要
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
 詳細は入札説明書による。
６ Summary
 Contracting entity : Kouji Kamiozaki, Di‑
rector General of Procurement Division, Ja‑
pan Post Co., Ltd.
 Classification of the goods to be pro‑
cured : 9
 Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 538 volumes of Desk of
sorting shelf (40pocket)
 Delivery period : By 26 March 2021



Delivery place : By specification



Time limit for tender : 11 : 00 AM 10 De‑






cember 2020


Contact Point for the notice : Seiichiro
Hashimoto, Procurement Division, Japan
Post Co., Ltd. 231 Otemachi Chiyoda‑
ku Tokyo 1008792 Japan TEL 033477

0641
〇第２号（№２）
１

調達内容


品目分類番号

９



件名及び数量

道 順 組 立 棚 （50 口） 用 机

603個（予定）


特質等



納入期限

仕様書による。
令和３年３月26日



納入場所

仕様書による。



入開札の日時及び場所
午前10時20分

２から５
６

令和２年12月21日

日本郵便電子入札システム

第１号の２から５に同じ。

Summary
, , , ,  and 

The same with the

notice above (No. 1)


Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 603 volumes of Desk of

sorting shelf (50pocket)
〇第３号（№３）
１

調達内容


品目分類番号

９



件名及び数量

道順組立棚（40口）202個

（予定）


特質等



納入期限

仕様書による。
令和３年３月26日



納入場所

仕様書による。



入開札の日時及び場所
午前10時40分

２から５
６

令和２年12月21日

日本郵便電子入札システム

第１号の２から５に同じ。

Summary
, , , ,  and 

The same with the

notice above (No. 1)


Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 202 volumes of Sorting
shelf (40pocket)

