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 契約書作成の要否 要。
 納入場所 国立研究開発法人物質・材料研
 have registered with the relevant aut‑
下記の請求先へメールにて問い合わせるこ
究機構
horities, in accordance with the Pet‑
 落札者の決定方法 の技術審査により落
と。なお、メールの件名は下記のとおりとす
 入札方法 上記１の件名について入札に
roleum Stockpiling Law (Law No. 55 of
札決定の対象となった入札書を提出した入札
ること。
「（飯田）＋調達件名」パスワード請
付する。落札決定に当たっては、入札書に記
2001), to initiate business of selling Pet‑
者であって、当機構の規定に基づいて作成さ
求先：password@ml.nims.go.jp
載された金額に当該金額の10％に相当する額
roleum Products.
れた予定価格の制限の範囲内で最低価格を
 入札説明会の日時及び場所 令和３年４月
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
 The person who is not being suspended
もって有効な入札を行った者を落札者とす
26日11時00分 国立研究開発法人物質・材料
があるときは、その端数金額を切り捨てるも
from Transactions by the request of the
る。
研究機構千現地区入札室
のとする。）をもって落札価格とするので、入
officials in charge of contract.
 手続における交渉の有無 無。
 証明書等の受領期限 令和３年６月３日15
札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
 not be the business operators that a
 詳細は入札説明書による。なお、入札説明
時00分
業者であるか免税事業者であるかを問わず、
gangster influences management substan‑
書等で当該調達に関する環境上の条件を定め
 入札書の受領期限 令和３年６月17日15時
見積もった契約金額の110分の100に相当する
tially or the person who has exclusion re‑
た調達であると示されている場合は、十分理
00分
金額を入札金額とすること。
quest from Ministry of Land, Infrastruct‑
解した上で応札すること。
 開札の日時及び場所 令和３年６月18日15
 電子入札システムの利用 本件は、書類提
ure, Transport and Tourism is continuing
時00分 国立研究開発法人物質・材料研究機 ５ Summary
出及び入札を電子入札システムで行う対象案
state concerned.
 Official in charge of disbursement of the
構千現地区入札室
件である。ただし、紙による入札書等の提出
 Time limit for tender ; 17 : 00, 11, May,
４
その他
procuring entity : Matsugi Hideaki, Divi‑
も可とする。
2021

契約手続において使用する言語及び通貨
sion Director, Administration Division, Na‑
ＮＩＭＳ電子入札システム
 Acquire the electric certificate in case of
日本語及び日本国通貨。
tional Institute for Materials Science
http://www.nims.go.jp/nims/
using the Electric Bidding system :


入札保証金及び契約保証金
免除。
Classification of the products to be pro‑
procurance/bid‑info.html
https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/
 入札者に要求される事項 この一般競争に
cured : 26
２ 競争参加資格
Accepter/
 Nature and quantity of the products to be
参加を希望する者は、封印した入札書の他に
 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約
 Contact point for the notice : HAYA‑
当機構の交付する仕様書に基づき、製作仕様
purchased : High‑speed wide‑area scanning
事務細則第４条第１項の規定に該当しない者
KAWA Mikiho, Bid Examination Section,
であること。
書及び付属説明資料等（以下「製作仕様書等」
probe microscope 1 set
Finance Division, Administration Departm‑
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
 Delivery period : 28, December, 2021
という。）をそれぞれの受領期限までに提出し
ent, 8th Regional Coast Guard Head‑
あって、契約締結のために必要な同意を得て
 Delivery place : National Institute for
なければならない。入札者は、開札日の前日
quarters, 901 ShimoFukui, Maizuru‑city,
いる者は、同条中、特別な理由がある場合に
までの間において、契約担当役から製作仕様
Materials Science
Kyoto, 6248686 Japan TEL 077376
該当する。
 Qualification for participating in the ten‑
書等に関し説明及び協議を求められた場合
4100 ext. 2224
 国立研究開発法人物質・材料研究機構契約
は、それに応ずる義務を負うものとし、必要
dering procedures : Suppliers eligible for
事務細則第４条第２項の規定に該当しない者
入札公告
な場合には製作仕様書等の変更に応ずべきも
participating in the proposed tender are
であること。
のとする。
those who shall :
次のとおり一般競争入札に付します。
 令和01・02・03年度全省庁統一資格「物品
Ａ

技術審査
契約担当役が入札者の作成した
not come under Article 1 Clause 4 of
令和３年４月 12 日
の製造」又は「物品の販売」のＡ、Ｂ、Ｃ又
製作仕様書等をに示す技術審査基準により
the
Regulation concerning the Contract
契約担当役
はＤの等級に格付けされている者であるこ
審査し、採用し得ると判断した製作仕様書等
for
National
Institute for Materials Sci‑
国立研究開発法人物質・材料研究機構
と。
を提出した入札者の入札書のみを落札決定の
ence.
Furthermore,
minors, Person under
総務部門長 松木 秀彰
３ 入札書の提出場所等
対象とする。
Conservatorship
or
Person under Assis‑
◎調達機関番号 802 ◎所在地番号 08
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、

技術審査基準
製作仕様書等が当機構の交
tance
that
obtained
the
consent necessary
〇第１号
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
付する仕様書に示す事項を満たしており、使
for
concluding
a
contract
may be appli‑
１ 調達内容
〒3050047 茨城県つくば市千現一丁目２
用目的等に適合すると認められたものである
cable
under
cases
of
special
reasons with‑
 品目分類番号 26
番地１ 国立研究開発法人物質・材料研究機
こと。
in
the
said
clause,
 購入等件名及び数量 高 速 広 域 走 査 型 プ
構 総務部門調達室 飯田 孝夫 電話
Ｂ not come under Article 2 Clause 4 of
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
ローブ顕微鏡 １式
0298592691
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
the Regulation concerning the Contract
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
 入札説明書の交付方法 入札説明書等の配
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
for National Institute for Materials Sci‑
による。
布資料は、入札情報公開システム上で交付す
書は無効とする。
 履行期限 令和３年12月28日
る。ダウンロードに必要となるパスワードは、
ence,

