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2021
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究開発法人国立がん研究センター契約事務取
であること。
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miums and have no Delinquency in the
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扱細則第36条の規定に基づいて作成された予
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past 2 years ;
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1040045, Japan. TEL 0335422511 ext.
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争参加資格を有する者であること。
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 Contact point for the notice : Procurem‑
 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全
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 詳細は入札説明書による。
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国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、 ５
Summary
次のとおり一般競争入札に付します。
Center, 511, Tsukiji, Chuo‑ku, Tokyo,
国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険
 Official in charge of disbursement of the
令和３年４月９日
をいう。）に加入し、該当する制度の保険料の
1040045, Japan. TEL 0335422511 ext.
国立研究開発法人国立がん研究センター
procuring entity : Hitoshi Nakagama, Di‑
滞納がないこと。
（直近２年間の社会保険料及
2163
理事長 中釜
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◎調達機関番号 819 ◎所在地番号 13
 Classification of the services to be pro‑
入札公告
３ 入札書の提出場所等
〇第２号
cured : 24

入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
次のとおり一般競争入札に付します。
１ 調達内容
 Nature and quantity of the products to be
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
 品目分類番号 24
令和３年４月９日
purchased : Next‑generation nucleotide se‑
〒1040045 東京都中央区築地５１１
 調達件名及び数量 次世代塩基配列解析装
契約担当役
quence analyzer 1 set
国立研究開発法人国立がん研究センター調
置 一式
独立行政法人労働者健康安全機構
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
 Delivery period : September 30, 2021
達企画室 電話0335422511 内線2163
大阪労災病院長 田内
潤
による。
 入札説明書の交付方法 の交付場所にて
 Delivery place : National Cancer Center
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 27
 納入期限 令和３年９月30日
交付する。
 Qualification for participating in the ten‑ 〇第３号
 納入場所 国立研究開発法人国立がん研究
 入札書の受領期限 令和３年５月28日12時
dering procedures : Suppliers eligible for １ 調達内容
センター
00分
participating in the proposed tender are
 品目分類番号 22、31
 入札方法 交渉権者の決定は、最低価格方
 開札の日時及び場所 令和３年５月31日14
those who shall :
 購入等件名及び数量
式をもって行うので、
時15分〜 院内会議室
 not come under Article 6 of the Han‑
 入札者が提出する入札書は、調達件名に
 手術設備機器１式
４ その他
かかる直接経費の他、機材、資材、機械器
dling detailed rule of contract clerical
 眼科関連機器１式
 契約手続において使用する言語及び通貨
具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸
work of National Cancer Center. Furt‑
 耳鼻咽喉科外来機器１式
日本語及び日本国通貨
経費を含め、契約金額を見積もるものとす
hermore,
minors,
Person
under
Con‑
 耳鼻咽喉科手術機器１式
 入札保証金及び契約保証金 免除
る。
servatorship or Person under Assistance
 口腔外科関連機器１式

入札者に要求される事項
この一般競争に
 交渉権者決定にあたっては、入札書に記
that obtained the consent necessary for

調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
載された金額に当該金額の10％に相当する
concluding a contract may be applicable
による。
告に示した物品を納入できることを証明する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の
under cases of special reasons within the
 納入期限 令和３年12月31日
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
端数がある場合は、その端数金額を切り捨
 納入場所 大阪労災病院
てた金額とする。）をもって申込金額とする
しなければならない。入札者は、開札日の前
said clause ;

