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５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yuuji Yoshioka Director‑

Procurement Division for National Insti‑

tute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 1 set of Mechanochemical pow‑

der processing apparatus for ceramics par‑

ticle design

 Delivery period : March 10, 2022

 Delivery place : National Institute of Ad‑

vanced Industrial Science and Technology

Chubu (226698, Anagahora, Shimo‑shi‑
dami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi, Aichi‑

ken, 4638560)
 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, July 16,

2021

 Contact point for the notice : Takeshi

Tsuboi, Accounting Group, National Insti‑

tute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu, 226698, Anagahora,
Shimo‑shidami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi,

Aichi‑ken, 4638560 Japan. TEL 052
7367058

〇産総第 35 号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 次世代電子材料向け
絶縁高伝熱セラミックス基板製造等特殊焼結
炉 一式
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

 納入期限 令和４年３月10日
 納入場所 国立研究開発法人産業技術総合
研究所中部センター 〒4638560 愛知県名
古屋市守山区下志段味穴ケ洞226698
 入札方法 上記１の件名について、入札
に付する。落札決定に当たっては、入札書に
記載された金額に当該金額の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
 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契
約事務取扱要領第７条及び第８条の規定に該
当しない者であること。
 国立研究開発法人産業技術総合研究所の契
約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領に
より、「物品の製造」又は「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。
 本入札公告の日から開札の時までの期間に
国立研究開発法人産業技術総合研究所の契約
に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停
止を受けていないこと。
 技術力ある中小企業者等であって、国立研
究開発法人産業技術総合研究所の契約に係る
競争参加者資格審査事務取扱要領第17条第１
項第１号、第２号、第３号、第４号又は第５
号のいずれかに該当する者においては、上記
２の等級の格付けにかかわらず入札に参加
することができる。

 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
争参加者の資格に関する公示」（平成31年１月
８日付官報）に記載されている時期及び場所
で申請を受け付ける。

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
〒4638560 愛知県名古屋市守山区下志段
味穴ケ洞226698 国立研究開発法人産業技
術総合研究所 中部センター業務部会計グ
ループ 坪井 猛 電話0527367058

 入札説明書の交付期間及び方法 令和３年
５月26日から令和３年６月17日まで 上記３
において交付する。
 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は
開催しない。
 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所
令和３年７月２日17時 国立研究開発法人
産業技術総合研究所 中部センター業務部会
計グループ
 入札書の受領期限 令和３年７月16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 令和３年７月20日14
時30分 国立研究開発法人産業技術総合研究
所 中部センター事務管理棟１階多用途室

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。

 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、封印した入札書を本公
告の入札書の受領期限までに提出しなければ
ならない。また、入札者は、開札日の前日ま
での間において、契約担当職から説明を求め
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及び入札者に求め
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 当研究所において採用
できると判断した入札者であって、当研究所
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。
 詳細は、入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yuuji Yoshioka Director‑

Procurement Division for National Insti‑

tute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 1 set of Special furnace for ma‑

nufacturing insulating and high thermal

conductive ceramic substrates for next‑

generation electronic materials under re‑

ducing atmosphere

 Delivery period : March 10, 2022

 Delivery place : National Institute of Ad‑

vanced Industrial Science and Technology

Chubu (226698, Anagahora, Shimo‑shi‑
dami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi, Aichi‑

ken, 4638560)
 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, July 16,

2021

 Contact point for the notice : Takeshi

Tsuboi, Accounting Group, National Insti‑

tute of Advanced Industrial Science and

Technology Chubu, 226698, Anagahora,
Shimo‑shidami, Moriyama‑ku, Nagoya‑shi,

Aichi‑ken, 4638560 Japan. TEL 052
7367058

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年５月 26 日

首都高速道路株式会社
代表取締役社長 宮田 年耕

◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達等件名及び数量 工事費積算システム
用サーバ等一式賃貸借（その６） 一式
 調達物品の特質等 仕様書による。
 賃貸借期間 令和３年10月１日から令和９
年９月30日まで
 納入場所 仕様書による。
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