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 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
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。
 詳細は入札説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Ishiyama Syuuichi, the

Contract Officer, Chief of Procurement and

Finance Division, Kyushu Depot, Japan

Ground Self Defense Force.
 Classification of the Products to be pro‑

cured : 14
 Nature and quantity of the products to be

purchased :
 SP toner other 63 items
 Ink cartridge other 2 items
 Delivery period : It is shown with a bid

manual
 Delivery place : It is shown with a bid

manual
 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall
 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.
 Those who do not come under Article

71 of the Cabinet Order concerning the

Budget, Auditing and Accounting.
 Have Grade A, B, C or D in the Sell‑

ing in terms of the qualification for Par‑

ticipating in tenders by Ministry of De‑

fense. (Single qualification for every min‑

istry and agency) in the fiscal years

2019／2020／2021
 Participations must not be currently

under suspension of tendered by contract

officer, etc.
 Those who can certify that they should

deliver contracted amount of goods

which must meet requirements listed in a

public announcement on procurement.

 Those who have testing equipment and

personnel available in Japan at an inspec‑

tion of procurement goods conducted by

a contracting officer in charge.

 Not be the business operators that a

gangster influences management substan‑

tially or the person who has exclusion re‑

quest from Japanese government is con‑

tinuing state concerned.

 Time Limit of tender : 10 : 00 AM 16 De‑

cember 2020 (tenders submitted by mail :

5 : 00 PM 15 December 2020)

 Contact point for the notice : Tsuji Ken‑

taro, Head, Contract 1st Section, Procurem‑

ent and Finance Division, Kyushu Depot,

Japan Ground Self Defense Force, 71
Tateno Yoshinogaricho, Kanzakigun, Saga

8420032, Japan. TEL 0952522161
EXT. 2316

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 11 月 18 日

独立行政法人国際交流基金
契約担当職 理事 鈴木 雅之

◎調達機関番号 573 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 令和２年度中国国内
大学・高校校宛日本関連書籍購送業務委託
 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
による。
 履行期限 令和３年３月31日
 履行場所 入札説明書による。
 入札方法 一般競争（価格競争）によって、
図書定価（消費税及び地方消費税相当額を含
まない金額）の総額に対する割引率（百分率
で小数点第２位まで記載）で行う。算出方法
の詳細は入札説明書を参照。

２ 競争参加資格
 独立行政法人国際交流基金会計細則第16条
及び第18条の規定に該当しない者であるこ
と。
 平成31・32・33年度または令和１・２・３
年度競争参加資格（全省庁統一資格）におい
て「物品の販売」・「役務の提供等」のＡ、

Ｂ又はＣ等級の資格を有する者であること。
全省庁統一資格審査結果通知書の写しを入札
書類とともに郵送で提出すること。
 独立行政法人国際交流基金から指名停止を
受けている期間中の者でないこと。
 独立行政法人国際交流基金との契約に関し
て過去１年において債務不履行、納期遅延等
をおこしたことがなく、適正な契約の履行が
確保される者であること。
 本件入札参加を通じて得た機密情報の守秘
を誓約すること。
 本件業務を実施するに十分な受託実績を有
すると認められる者であること。
 業務遂行に必要な体制を有すると認められ
る者であること。

３ 入札書の提出場所等
 入札問い合わせ先 〒1600004 東京都新
宿区四谷１６４ 独立行政法人国際交流
基金 日中交流センター 担当者名：大内
電話0353696074 ＦＡＸ0353696043
E‑mail chinacenter@jpf.go.jp
 入札説明書の交付方法 電 子 デ ー タ を
E‑mail添付ファイル送信にて交付するので、
上記記載のE‑mailアドレスに宛てて請求
すること。
 入札説明会の日時、場所及び参加方法
令和２年12月１日（木）11時00分 オンラ
イン形式
入札に参加するものはなるべく参加するこ
と。11月29日13時30分までに上記記載の
E‑mailアドレスに宛てて参加申込みを行う
こと。
 入札説明書及び仕様書に関する質問 令和
２年12月15日（火）13時30分までに、上記
記載のE‑mailアドレスに宛てたメール本文
にて照会すること。右照会事項については、
入札説明書及び仕様書の交付を受けた者全員
に対し、12月17日(木)17時30分までにメール
にて回答する。
 入札の方法及び日時 郵送入札。
入札書提出締切：令和３年１月６日（水）
18時00分（必着・持参不可）
開札：令和３年１月７日（木）11時00分

（於：独立行政法人国際交流基金本部）
４ その他
 入札、契約手続き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 入札説明書に定める条件に違
反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 予定割合の制限の範囲
内で最低の割合をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。
 その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of contracts :

Masayuki Suzuki, Executive Vice Presi‑

dent, The Japan Foundation

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products :

Consignment of purchase and sending Ja‑

pan‑related books to universities and high

schools in China in fiscal 2020

 Delivery period : March 31, 2021

 Delivery place : As shown in the tender

documentation

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Articles 16 and 18 of

the Japan Foundations Rules for the op‑

eration of Accounting

 have Grade A, B, or C classification in

purchasing goods and offering services in

terms of the qualification for participat‑

ing in tenders (single qualification for

every ministry and agency) for fiscal

years 2019, 2020, and 2021.

 not currently be under suspension of

nomination by the Japan Foundation

 be able to reliably fulfill the terms of

the contract with the Japan Foundation

and who have no record of default, delay

or other breach of promise over the past

year

 vow protection of the classified infor‑

mation gotten through the tender partici‑

pation

 possess enough actual contract results

in the past to provide the required ser‑

vices

 possess all necessary resources to pro‑

vide the required services
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