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 入札説明会の日時及び場所 令和３年９月
17日10時30分 国立研究開発法人物質・材料
研究機構千現地区８階中セミナー室（リモー
トによる参加も可能とする。詳細は上記担当
者に問い合わせること。）
 証明書等の受領期限 令和３年10月29日15
時00分
 入札書の受領期限 令和３年11月18日15時
00分
 開札の日時及び場所 令和３年11月19日10
時30分 国立研究開発法人物質・材料研究機
構千現地区入札室

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、封印した入札書の他に
当機構の交付する仕様書に基づき、総合評価
のための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、契約担当役から総合評価のため
の資料に関し説明及び協議を求められた場合
は、それに応ずる義務を負うものとし、必要
な場合には当該資料の変更に応ずべきものと
する。
 技術審査 契約担当役が入札者の作成した
総合評価のための書類をに示す総合評価基
準により審査し、採用し得ると判断した総合
評価のための書類を提出した入札者の入札書
のみを落札決定の対象とする。
 総合評価基準 総合評価のための書類等が
当機構の交付する仕様書に示す事項を満たし
ており、使用目的等に適合すると認められた
ものであること。
 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 の技術審査により落
札決定の対象となった入札書を提出した入札
者であって、当機構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契約担当役が

入札説明書で指定する性能、機能等（以下、「性
能等」という。）のうち、必須とした項目の最
低限の要求要件をすべて満たしている性能等
を提案した入札者の中から、契約担当役が入
札説明書で定める総合評価の方法をもって落
札者を定める。
 手続における交渉の有無 無。
 詳細は入札説明書による。なお、入札説明
書等で当該調達に関する環境上の条件を定め
た調達であると示されている場合は、十分理
解した上で応札すること。

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kiyoshi SAITO, Division

Director, Administration Division, National

Institute for Materials Science

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Development of infrastructure

system for the next‑generation Materials

Data Platform 1 set

 Delivery period : 31, March, 2022

 Delivery place : National Institute for

Materials Science

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

Ａ not come under Article 1 Clause 4 of

the Regulation concerning the Contract

for National Institute for Materials Sci‑

ence. Furthermore, minors, Person under

Conservatorship or Person under Assis‑

tance that obtained the consent necessary

for concluding a contract may be appli‑

cable under cases of special reasons with‑

in the said clause,

Ｂ not come under Article 2 Clause 4 of

the Regulation concerning the Contract

for National Institute for Materials Sci‑

ence,

Ｃ have the Grade A, Grade B, Grade C or

Grade D qualification during fiscal 2019,

2020, 2021 in Manufacture of product,

Sales of product or Offer of services

for participating in tenders by the Minis‑

try of Education, Culture, Sports, Science

and Technology, which is Single qualifi‑

cation for every ministry and agency.

 Time‑limit of tender : 3 : 00 PM, 29, Octo‑

ber, 2021

 Contact point for the notice : Kouichi

HOSOKAI, TEL 0298604976 Procurem‑
ent office, Administration Division, Nation‑

al Institute for Materials Science, 121
Sengen, Tsukuba‑shi, Ibaraki, 3050047
Japan

 Please be noted that if it is indicated that

environmental conditions relating to the

procurement are laid down in its tender do‑

cuments.

２ 競争参加資格
 第51号に同じ。
 第51号に同じ。
 第51号に同じ。

〇第 52 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達件名及び数量 次期材料データプラッ
トフォームのクラウドアプリケーションおよ
び認証サービスの開発と移行 １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31日
 納入場所 国立研究開発法人物質・材料研
究機構
 入札方法 第51号に同じ。
 第51号に同じ。

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
〒3050047 茨城県つくば市千現一丁目２
番地１ 国立研究開発法人物質・材料研究機
構 総務部門調達室 竹澤 孝子 電話
0298592365
 入札説明書の交付方法 入札説明書等の配
布資料は、入札情報公開システム上で交付す
る。ダウンロードに必要となるパスワードは、
下記の請求先へメールにて問い合わせるこ
と。なお、メールの件名は下記のとおりとす
ること。「（竹澤）＋調達件名」パスワード請
求先：password@ml.nims.go.jp

 入札説明会の日時及び場所 令和３年９月
17日11時00分 国立研究開発法人物質・材料
研究機構千現地区８階中セミナー室（リモー
トによる参加も可能とする。詳細は上記担当
者に問い合わせること。）
 証明書等の受領期限 令和３年10月29日15
時00分
 入札書の受領期限 令和３年11月18日15時
00分
 開札の日時及び場所 令和３年11月19日11
時00分 国立研究開発法人物質・材料研究機
構千現地区入札室

４ その他 第51号に同じ。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kiyoshi SAITO, Division

Director, Administration Division, National

Institute for Materials Science

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Development and migration of

cloud applications and authentication ser‑

vices for the next‑generation Materials Da‑

ta Platform 1 set

 Delivery period : 31, March, 2022

 Delivery place : National Institute for

Materials Science

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

Ａ The same as the notice No.51

Ｂ The same as the notice No.51

Ｃ The same as the notice No.51

 Time‑limit of tender : 3 : 00 PM, 29, Octo‑

ber, 2021

 Contact point for the notice : Takako

TAKEZAWA, TEL 0298592365 Pro‑
curement office, Administration Division,

National Institute for Materials Science,

121 Sengen, Tsukuba‑shi, Ibaraki,

3050047 Japan
 The same as the notice No.51
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