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Kitaaoyama Minato‑ku Tokyo 1070061
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the Obligating Officer
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 Qualifications for participating in the
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１ 調達内容
Furthermore, minors, Person under Con‑
 入札説明書の交付方法 本公告の日から独
 品目分類番号 16、26
servatorship or Person under Assistance
立行政法人日本スポーツ振興センターホーム
 購入等件名及び数量 東京2020サポート拠
that obtained the consent necessary for
ページ（トップページ＞調達情報）にて交付
点におけるトレーニング機器の調達 一式
concluding a contract may be applicable
する。
 調達件名の特質等 入札説明書による。
under cases of special reasons within the

入札書の受領期限 令和３年６月２日17時
 納入期限 令和３年７月９日
said clause,
00分
 納入場所 仕様書のとおり
 have the Grade B or C on sales of
 開札の日時及び場所 令和３年６月４日11
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
product in terms of qualification for par‑
時00分 〒1070061 東京都港区北青山二丁
に記載された金額に当該金額の10パーセント
ticipating in tenders by every ministry
目８番35号 独立行政法人日本スポーツ振興
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and agency of Japan in the fiscal year
センター 財務部会議室（Ｂ棟１階）
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 Time limit of tender 5 : 00 PM 2, June,
2021
 Contact point for the notice : Koizumi,
JAPAN SPORT COUNCIL 2835
Kitaaoyama Minato‑ku Tokyo 1070061
Japan TEL 0354109140

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年４月 12 日
契約担当役
独立行政法人国立高等専門学校機構
新居浜工業高等専門学校事務部長
三戸 毅啓
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 38
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 借入件名及び数量 電子複写機賃貸借及び
保守業務 一式
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 借入期間 令和３年10月１日から令和８年
９月30日
 借入場所 新居浜工業高等専門学校
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
に記載された金額に当該金額の10パーセント
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
２ 競争参加資格
 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事
務取扱規則第４条及び第５条の規定に該当し
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
人又は被補助人であって、契約締結のために
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
理由がある場合に該当する。
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
いて令和３年度(平成33年度)に四国地域の
「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に
格付けされている者であること。なお、当該
競争参加資格については、令和２年３月31日
付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者
の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付
窓口において随時受け付けている。

