
平
成


年

月


日
火
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第


号
)

官
報

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Satoshi Nohara, Director

of the Budget and Accounts Division, Mi‑

nister's Secretariat, Ministry of Economy,

Trade and Industry

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the services to be

required : Translation, editing and PR of

METI Journal 1 Set

 Fulfillment period : From the date when

contract is concluded through 31 March,

2020

 Fulfillment place : as in the tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who :

 not come under Article 70 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting. Furthermore, mi‑

nors, Person under Conservatorship or

Person under Assistance that obtained

the consent necessary for concluding a

contract may be applicable under cases

of special reasons within the said clause ;

 not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting ;

 have Grade A, B or C offer of services,

etc in terms of the qualification for par‑

ticipating in tenders by Ministry of Eco‑

nomy, Trade and Industry (Single qualifi‑

cation for every ministry and agency) in

the fiscal years 2016, 2017 and 2018 ;

 not the subject of ⒜an order prohibit‑
ing them from receiving subsidies from

the Ministry of Economy, Trade and In‑

dustry (METI) ; ⒝an order prohibiting
them from concluding contracts with

METI ; or ⒞an order disqualifying them
from bidding for METI projects conduct‑

ed under the designated bidder system.

 Date and time for tender explanation

meeting : 14 : 00 29 January, 2019

 Time‑limit for verification documents :

12 : 00 12 March, 2019

 Time‑limit for tender : 12 : 00 26 March,

2019

 Contact point for the notice : Sora Hayas‑

hida, Budget and Accounts Division, Mi‑

nister's Secretariat, Ministry of Economy,

Trade and Industry 131 Kasumigaseki,
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008901 Japan. TEL
0335011616

〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 事務用消耗品 一式
 第１号のに同じ。
 納入期間 契約締結の日から平成32年３月
31日まで。
 納入場所 入札説明書による。
 入札方法 入札金額は、事務用消耗品の品
目別予定数量に単価を乗じ算出した合計額で
行う。合計額は現行消費税率（８パーセント）
で見積もること。
なお、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100分の８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108分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。落札決
定後、消費税率が変更された場合の取扱いに
ついては、適正な消費税率後額に見直すこと
とする。

２ 競争参加資格
、、 第１号の、、に同じ。
 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資
格審査事務取扱要領の特例を定める要領（昭
和56年１月23日付け55会第543号）により、
平成28・29・30年度経済産業省競争参加資格
（全省庁統一資格）「物品の販売」の「Ａ」、「Ｂ」
又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であ
ること。

３ 入札書の提出場所等
 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒1008901 東京都千代田区霞が関１
３１ 経済産業省大臣官房会計課契約担当
鈴木あやの 電話0335011616（ダイヤ
ルイン）
 入札物件規格証明書兼保証書等の受領期限
平成31年３月13日12時

 入札書の受領期限 平成31年３月26日17時
（郵送による場合は必着のこと。）
 開札の日時及び場所 平成31年３月27日11
時 経済産業省大臣官房会計課入札室（本館
１階財務省側入館ゲート外）

４ 第１号の４に同じ。
５ その他
、、、、、 第１号の、、、
、、に同じ。
 落札者の決定方法 支出負担行為担当官が
採用できると判断した入札物件規格証明書兼
保証書等を提出した入札者であって、予決令
第79条の規定に基づいて作成された予定価格
の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。

６ Summary

 the same with notice above (No. 1)

 Classification of the services to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Office supplies 1 Set

 Delivery period : From the date when co‑

ntract is concluded through 31 March, 2020

 Delivery place : as in the tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who :

, and the same with notice above

(No. 1)

 have Grade A, B or C in sale in terms

of the qualification for participating in

tenders by Ministry of Economy, Trade

and Industry (Single qualification for

every ministry and agency) in the fiscal

years 2016, 2017 and 2018

 Time‑limit for verification documents :

12 : 00 13 March, 2019

 Time‑limit for tender : 17 : 00 26 March,

2019

 Contact point for the notice : Ayano Su‑

zuki, Budget and Accounts Division, Mi‑

nister's Secretariat, Ministry of Economy,

Trade and Industry 131 Kasumigaseki,
Chiyoda‑ku, Tokyo 1008901 Japan. TEL
0335011616

〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 平成31年度和書定期
購読雑誌（ＩＰジャーナル 外268件）
、、 第２号の、、に同じ。
 入札方法 入札金額は、予定数量に単価を
乗じ算出した合計額で行う。合計額は現行消
費税率（８パーセント）で見積もること。
なお、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100分の８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108分の100に相
当する金額を入札書に記載すること。落札決
定後、消費税率が変更された場合の取扱いに
ついては、適正な消費税率後額に見直すこと
とする。

２ 競争参加資格 第２号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒1008901 東京都千代田区霞が関１
３１ 経済産業省大臣官房情報システム厚
生課経済産業省図書館 生田 昌弘 電話
0335015864（ダイヤルイン）
 入札書の受領期限 平成31年３月14日17時
（郵送による場合は必着のこと。）
 開札の日時及び場所 平成31年３月15日15
時経済産業省大臣官房会計課入札室（本館１
階財務省側入館ゲート外）

４、５ 第２号に同じ。
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