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４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に求められる義務 この一般競争に
参加を希望する者は、提出書類を受領期限ま
でに提出しなければならない。入札者は、開
札日の前日までの間において、当該書類に関
し説明を求められた場合は、それに応じなけ
ればならない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると契約担当役が判断した入札者で
あって、当研究所の定める予定価格の制限の
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。
 手続における交渉の有無 無
 その他 詳細は、入札説明書による。
５ Summary

 Contracting Entity : Takashi Kawanabe,

Administrative Contracting Officer Direc‑

tor, Contract Management Division,

RIKEN.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the services to be

required : Electricity to be used in RIKEN

Sendai Campus, 1 set

 Delivery period : From 1 April, 2021 th‑

rough 31 March, 2022.

 Delivery place : RIKEN Sendai Campus.

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

1）Not come under Article 5 of the Regula‑
tion concerning the contract for RIKEN.

2）Have the Grade B qualification during
fiscal 2020 in manufacture of product or

sales of product for participating in ten‑

ders by RIKEN, or in tenders by single

qualification for every ministry and agen‑

cy.

3）Have registered in accordance with arti‑
cle 22 of the Electricity Utilities Indus‑
try Law.

4）Fulfill the requirement mentioned in the
tender manual that are stated from the

viewpoint of reducing CO2.

 Time limit of tender : 11 : 00 AM 23 Octo‑

ber, 2020.

 Contact point for the notice : Takashi

Onoda, Contracts Section Ⅱ, RIKEN. 21,
Hirosawa, Wako‑shi, Saitama, 3510198,
Japan TEL 0484679581

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年７月 31 日
独立行政法人勤労者退職金共済機構
財形勘定契約担当役 理事 大地 直美

◎調達機関番号 583 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 調達等件名及び数量 勤労者財産形成促進
制度の周知・広報業務一式
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行期間 入札説明書による。
 履行場所 入札説明書による。
 入札方法 総合評価落札方式により落札者
を決定する。落札決定に当たっては、入札説
明書に記載する内容に係る技術点及び入札価
格より算出した価格点の合計にて最高点を得
た者を落札者とする。
なお、入札価格については、入札書に記載
された金額に当該金額の10％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た金額
とする。）をもって落札金額とするので、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
もった契約希望金額の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
 次に該当しない者であること。
ア 独立行政法人勤労者退職金共済機構反社
会的勢力対応規程第２条に規定する反社会
的勢力に該当する者。

イ 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。
ウ 一般競争（指名競争）参加資格申請書若
しくはこれに添付する書類中の重要な事項
について虚偽の記載をし、又は重要な事実
について記載しなかった者。

 令和２年９月18日現在において、令和元
年・２年・３年度全省庁統一資格の「役務提
供等」で営業品目「広告・宣伝」等の等級
「Ａ」・「Ｂ」のいずれかの等級の認定を受け
ている者であること。
なお、全省庁統一資格を有しない場合は、
独立行政法人勤労者退職金共済機構における
一般競争（指名競争）参加資格（役務の提供
等）の業種区分「広告・宣伝」等の等級「Ａ」・
「Ｂ」のいずれかの認定を受けている者であ
ること。
 業務の全部又は総合的な企画及び判断並び
に業務遂行管理に係る部分を第三者に再委託
することは禁止する。
 財形勘定契約担当役理事等から指名停止を
受けている期間でないこと。
 その他、入札公告、入札説明書に定める入
札制限に該当しないこと。

４ 入札書及び企画書等の提出期限
 日時 令和２年９月18日（金）16：00
５ 開札の日時及び場所
 日時 令和２年10月１日（木）14：00
 場所 独立行政法人勤労者退職金共済機構
９階会議室Ａ

６ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書、その他入札の条件に違反した入札は無効
とする。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 詳細は入札説明書による。
７ Summary

 Contracting entity : Naomi Oochi, Direc‑

tor for the workers property accumulation

promotion system, Organization for Work‑

ers Retirement Allowance Mutual Aid.

 Classification of the products to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 2020 public information duties

about Workers property accumulation pro‑

motion system, 1 set.

 Delivery period : As shown in the specifi‑

cation.

 Delivery place : As shown in the specifi‑

cation.

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall have a grade A, grade B on

offer of services by The common qualifi‑

cation for all ministries and agencies in the

fiscal years of 2019, 2020 and 2021 or Orga‑

nization for Workers Retirement Allow‑

ance Mutual Aid

 Time and location of bid opening :

14 : 00 1 October, 2020 Organization for

Workers Retirement Allowance Mutual

Aid 9F, conference room A.

 Contact point for the notice : Procurem‑

ent office, Administration section, Work‑

ers property accumulation promotion part‑

ment, Organization for Workers Retire‑

ment Allowance Mutual Aid, 1241 Hi‑
gashi‑ikebukuro, Toshima‑ku Tokyo, 170
8055, Japan. Tel 0367312932

３ 入札説明書の交付場所等
 入札説明書の交付場所及び入札書等の提出
場所、契約条項を示す場所
〒1708055 東京都豊島区東池袋１丁目24
番１号ニッセイ池袋ビル20階 独立行政法人
勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本
部 管理課調度係 ＴＥＬ：0367312932
ＦＡＸ：0339803365

 入札説明書の交付方法 本公告の日から入
札説明会までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、10時から12時まで及び13時から16時
までの間に交付する。全省庁統一資格を有す
る場合は、資格審査結果通知書の写を持参す
ること。
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