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 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 7 and 8 of the

Cabinet Order concerning the Contract

for AIST.

 have Grade A, B or C in terms of the

qualification for participating in tenders

by National Institute of Advanced Indus‑

trial Science and Technology (in the fis‑

cal year of 2019, 2020 and 2021)

 Time‑limit for Tender : 17 : 00, April 16,

2021

 Contact point for the notice : Tomoko

Oobo, Accounting Group, National Institute

of Advanced Industrial Science and Tech‑

nology, 111 Umezono, Tsukuba‑shi,
Ibaraki‑ken, 3058568 Japan. TEL 029
8611454

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年２月 25 日

独立行政法人 海技教育機構
理事長 野崎 哲一

◎調達機関番号 604 ◎所在地番号 14
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 ２
 購入物品及び数量 Ａ重油110 Ａ
重油120 Ａ重油130 Ａ重油40
Ａ重油250 Ａ重油300
 購入物品の特質等 入札説明書による。
 納入年月日 令和３年５月６日 令和
３年５月７日 令和３年６月17日 令和
３年６月19日 令和３年６月23日 令和
３年６月23日
 納入場所 神戸港停泊中海王丸 神戸
港停泊中日本丸 神戸港停泊中大成丸 
神戸港停泊中海王丸 神戸港停泊中銀河丸
神戸港停泊中青雲丸

 入札方法 上記１の物品ごとにそれぞれ
入札に付する。詳細は入札説明書による。

２ 競争参加資格
 令和１・２・３（平成31・32・33）年度全
省庁統一資格「物品の販売」のＡ、Ｂ、Ｃ又
はＤの等級に格付けされている者であるこ
と。ただし、指名停止の措置を受けている期
間中に該当する者は除く。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省公共事業等からの排除要請がない
者。
 労働者派遣法（第３章第４節の規定を除
く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に
違反した日若しくは処分（指導を含む。）を受
けた日から５年を経過しない者でないこと。
（これらの規定に違反して是正指導を受けた
者のうち、入札参加関係書類提出時までに是
正を完了している者を除く。）
 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協
会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこ
れらに係る保険料の未納がないこと。(入札
参加関係書類提出時において、直近２年間の
保険料の未納がないこと。）
 当該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でないこと等。詳細
は入札説明書による。

３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、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
〒2318435 神奈川県横浜市中区北仲通

５57 横浜第２合同庁舎 独立行政法人海
技教育機構 総務部会計課調度係 江川 健
人 電話0452120003
 証明書等の受領期限 各入札・開札日の２
日前（２日前が土曜日、日曜日及び祝日の場
合は、直前の平日に繰り上げ。）の17時00分
 入札・開札の日時 令和３年４月28日10
時30分 令和３年４月28日11時00分 令
和３年６月11日13時30分 令和３年６月11
日14時00分 令和３年６月11日14時30分
令和３年６月11日15時00分
郵便による入札書の受領期限は各入札・開
札日の前日（前日が土曜日、日曜日及び祝日
の場合は、直前の平日に繰り上げ。）の17時00
分とする。

 入札・開札の場所 独立行政法人海技教育
機構入札室又は会議室。
 入札書の提出方法 持参又は郵送。ただし、
郵送を希望する場合は事前に連絡のこと。

４ その他
 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

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札の無効 本公告及び入札説明書に示し
た競争参加資格のない者の提出した入札及び
入札に関する条件に違反した入札。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 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。
 詳細は入札説明書による。

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年２月 25 日

本州四国連絡高速道路株式会社
代表取締役社長 酒井 孝志

◎調達機関番号 422 ◎所在地番号 28
〇本州四国連絡高速道路株式会社公告令和３年
第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 購入等件名及び数量 ノートＰＣ 135台
 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
による。
 納入期限 令和３年６月16日まで
 納入場所 入札説明書及び仕様書による。
 入札方法 本件は、資料提出及び入札等を
電子入札システムで行う対象案件である。な
お、電子入札システムにより難い者は、本州
四国連絡高速道路株式会社（以下「本四会社」
という。）の承諾を得た場合に限り、従来の紙
による入札（以下「紙入札」という。）に代え
ることができる。
また、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。

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Tetsuichi Nozaki Presi‑

dent of Japan agency of Maritime Educa‑

tion and Training for Seafarers

 Classification of the products to be pro‑

cured : 2

 Nature and quantity of the products to be

purchased :Fuel Oil A 110Fuel Oil A
120 Fuel Oil A 130 Fuel Oil A 40
Fuel Oil A 250Fuel Oil A 300
 Delivery date : 6 May 2021 7 May
2021 17 Jun. 202119 Jun. 202123 Jun.
202123 Jun. 2021
 Delivery place : Kaiwo Maru Kobe 
Nippon Maru KobeTaisei Maru Kobe
Kaiwo Maru Kobe Ginga Maru Kobe 
Seiun Maru Kobe

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall have Grade A, B, C or D on

Sales in terms of the Qualification for par‑

ticipating in tenders by Single qualification

for every ministry and agency in the fiscal

year 2019・2020・2021.

 Date of tender : 10 : 30 28 April 2021
11 : 00 28 April 2021 13 : 30 11 Jun.
2021 14 : 00 11 Jun. 2021 14 : 30 11
Jun. 202115 : 00 11 Jun. 2021
 Contact point for the notice : Kento

Egawa, Procurement Section, Budget and

Accounts Division, Japan agency of Mari‑

time Education and Training for Seafarers,

557 Kitanakadori, Naka‑ku, Yokohama‑
city, Kanagawa, 2318435 Japan. TEL
0452120003
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