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２ 競争参加資格
 令和01・02・03年度（平成31・32・33年度）
競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の
販売」においてＡ、Ｂ若しくはＣの等級に格
付けされている者、又は当該競争参加資格を
有していない者で、入札日までに競争参加者
資格審査を受け、当該等級に格付けされた者
であること。
 現在、国又は政府関係機関等から補助金交
付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処
分を受けていないこと。
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機構の「競争参加者の資格に関する公示」の
「３ 競争に参加することができない者」に
該当しない者であること。
  調達物品等につき本公告の日から過去
５年間に十分な納入実績を有し、 調達物
品に係るアフターサービス・メンテナンスの
供給体制が整備されており、本公告に示した
物品を確実に納入しうる者であること。

３ 入札書の提出場所等
 入札に参加しようとする者は、下記３に
おいて事前に入札説明書を入手の上、上記２
に示す納入実績を証明する資料等必要書類
（以下「資料」という。）を別途指定する日ま
でに下記３の場所に提出すること。提出さ

れた資料を確認の上、資格を認められたもの
で上記２、及びに該当する者に限り入
札の対象とする。なお、提出された資料につ
いて説明を求められたときは、入札に参加し
ようとする者の負担において応じなければな
らない。
 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
〒2610025 千葉県千葉市美浜区浜田一丁
目２番２号 独立行政法人石油天然ガス・金
属鉱物資源機構 石油天然ガス開発技術本部
管理・研修部 管理課 電話0432764300
 入札説明書の交付方法 入札参加希望者
に、上記において本公告の日から令和３年
10月８日（金）までの間手交又は電子メール
にて配布する。(平日の10：00～12：30、
13：30～17：00）
 入札説明会の有無 無
 一般競争入札参加申請書の提出期限 令和
３年10月25日（月）15時00分
 入札及び開札の日時及び場所 令和３年11
月４日（木）10時30分 上記の場所に同じ。

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。
 入札の無効 本公告に示した競争に参加す
る資格を有しない者がした入札及び入札の条
件に違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 当機構が上記３の提
出書類に基づき本公告に示した物品の販売が
可能であると判断した者であって、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。
 手続における交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Contracting entity : Ebato Toshikazu Ex‑

ecutive Vice President, Japan Oil, Gas and

Metals National Corporation

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Wavelength Dispersive X‑ray Fluoresc‑

ence Spectrometry

 Delivery period : 31 March 2022

 Delivery place : Technology Research

Center, Japan Oil, Gas and Metals National

Corporation, 122 Hamada, Mihama‑ku,
Chiba‑City 2610025 Japan
 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 3 of the Japan

Oil, Gas and Metals National Corpora‑

tions regulation.

 have Grade A, B or C on the category

of sale of product in tenders laid down

by Single Qualification for every ministry

and agency (in fiscal year 20192021).
 not subject to administrative penalty of

suspension of nomination and the like ac‑

cording to the agreement or stop of subsi‑

dies from government agencies or coun‑

try.

 have a delivery record of precision in‑

strument in Japan for the past 5 years

 Time limit for tender explanation docu‑

ment distribution : 8 October 2021 at Tech‑

nology Research Center, Japan Oil, Gas and

Metals National Corporation, 122 Ha‑
mada, Mihama‑ku, Chiba‑City 2610025
Japan.

 Time‑limit and place of tender : 4 No‑

vember 2021, 10 : 30 (JST) at the same place

of tender explanation document distribu‑

tion.

 Contact point for the notice : Administra‑

tion Division, Technology Research Center,

Japan Oil, Gas and Metals National Corpo‑

ration, 122 Hamada, Mihama‑ku, Chi‑
ba‑City 2610025 Japan TEL 043276
4300

 Delivery period :

 From 1, April, 2022 to 31, March,

2024

 From 1, January, 2022 to 31, December,

2026

 Delivery place : Chubu Rosai Hospital

 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 maybe applicable under cases of

special reasons within the said clause,

 not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting,

 have Grade A or B or C or D in offer

of services etc for participating in ten‑

ders by Ministry of Health, Labour and

Welfare (Single qualification for every

ministry and agency) in Tokai‑Hokuriku

Region,

 meet the qualification requirements

which the Obligating Officer may specify,

 Time‑limit of tender :

 16 : 00 5, November, 2021

 16 : 00 9, November, 2021

 Contact point for the notice : Procurem‑

ent Section, Accounting Division, Chubu

Rosai Hospital 1106 Komei Minato‑ku
Nagoya‑shi Aichi‑ken 4558530 Japan,
TEL 0526525511

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年９月 15 日
独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
石油天然ガス開発技術本部長 江波戸俊和

◎調達機関番号 586 ◎所在地番号 12
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 「波長分散型蛍光Ｘ
線分析装置」の導入
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 納入期限 令和４年３月31日
 納入場所 〒2610025 千葉県千葉市美浜
区浜田一丁目２番２号 独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構 技術センター
 入札方法 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。
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