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 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender are those

who shall :

 Not come under Article 11 of the Cen‑

tral Nippon Expressway Company Limit‑

ed regulation concerning the contract

procedures.

 Have been qualified through the ex‑

amination of the documents submitted.

Submit the following documents before

the deadline.

1）Copy of commercial registration
2）Company profile
3）Latest financial statements
4）Copy of certificate of tax payment
within three months.

 Not be under suspension of registration

by Director General of Tokyo Branch,

Central Nippon Expressway Company

Limited from the deadline for submission

of tender documents till the date of bid

opening.

 Not have capital relationship and／or
personnel relationship with other bidders.

 Have registered as an electricity retail‑

er in accordance with Article 213 of
the Electricity Utilities Industry Law.

 Have sales results of supplying elec‑

tricity as an electricity retail in the past.

 Time‑limit for tender : 4 : 00 p.m. 28 De‑

cember 2020

 Contact point for the notice : Contract Di‑

vision, General Affairs and Corporate St‑

rategy Department, Tokyo Branch, Central

Nippon Expressway Company Limited, 4
31, Toranomon, Minato‑ku, Tokyo, 105
6011, Japan. TEL 0357765600

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 28 日

国立研究開発法人国立環境研究所
理事長 渡辺 知保

◎調達機関番号 812 ◎所在地番号 08
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 調達件名及び数量 令和２年度不正プログ
ラム対策ソフトウェア １式
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 納入期限 令和３年１月15日
 納入場所 茨城県つくば市小野川16２
国立研究開発法人国立環境研究所
 入札方法 上記１の件名に対し入札に付
する。落札決定に当たっては、入札書に記載
された金額の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
 平成31・32・33年度又は令和１・２・３年
度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「物
品の製造」又は「物品の販売」において、「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている
者であること。
 国立研究開発法人国立環境研究所契約事務
取扱細則第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
得ている者については、同条中、特別の理由
がある場合に該当する。
 国立研究開発法人国立環境研究所契約事務
取扱細則第６条の規定に該当しない者である
こと。
 契約者等から取引停止の措置を受けている
期間中の者でないこと。
 入札説明書において示す暴力団排除に関す
る誓約事項に誓約できる者であること。

３ 入札書等の提出場所等
 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
〒3058506 茨城県つくば市小野川16２
国立研究開発法人国立環境研究所 総務部
会計課契約第一係 狐塚 仁之 電話029
8502321
※なお、入札説明書は当研究所のＨＰ上か
らもダウンロード可能である。

 入札説明書の交付方法 上記３の交付場
所にて交付する。
 提案書等の受領期限 令和２年12月８日17
時00分
 入札書の受領期限 令和２年12月21日17時
00分
 開札の日時及び場所 令和２年12月22日11
時45分 国立研究開発法人国立環境研究所
研究本館Ⅱ１Ｆ第１会議室

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に限る。

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、提案書等を、本公告２
の競争参加資格を有することを証明する書
類を添付して、本公告３の受領期限までに
提出しなければならない。また、封印した入
札書を、本公告３の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、当所から当該書類に関し
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３に従い提案書
等及び入札書を提出した入札者であって、本
公告２の競争参加資格をすべて満たし、本公
告及び入札説明書において明らかにした性能
等の必要要件をすべて満たし、当該入札価格
が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務
取扱細則第13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入札者を落札者とする。
 手続き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

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : WATANABE Chiho,

President, National Institute for Envi‑

ronmental Studies (NIES)

 not come under Article 5 of Detailed

Rules concerning the Contract for NIES.

Furthermore, minors, Person under Con‑

servatorship 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 6 of Detailed

Rules concerning the Contract for NIES :

 are not being suspended from transac‑

tions by the request of the officials in

charge of contract :

 pledge to excluding crime syndicates

and other illegal organization defined in

the bid manual :

 Time limit of tender : 5 : 00 PM, 21, De‑

cember, 2020

 Contact point for the notice :

KITSUNEZUKA Hitoshi, Accounting Sec‑

tion, General Affairs Division, National In‑

stitute for Environmental Studies, 162
Onogawa, Tsukuba‑shi, Ibaraki, 3058506
Japan. TEL 0298502321

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Next Generation Antivirus

Software License and Support for License

Management 1 set

 Delivery period : 15, January, 2021

 Delivery place : National Institute for En‑

vironmental Studies (162 Onogawa, Tsu‑
kuba‑shi, Ibaraki, Japan)

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 are classified as Grade A, B or Grade C

in terms of the qualification in the cat‑

egories of manufacturing of product or

Sale of product for participating in ten‑

ders by Ministry of the Environment

(Single qualification for every ministry

and agency) in the fiscal years 2019, 2020

and 2021 :
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