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 入札の無効 本公告に示した入札参加資格
のない者による入札及び入札に関する条件に
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 株式会社日本貿易保険
において作成した予定価格の範囲内で、株式
会社日本貿易保険が入札説明書で指定する要
求項目のうち、必須とした項目の最低限の要
求をすべて満たしている提案をした者の中か
ら、株式会社日本貿易保険が定める総合評価
の方法をもって落札者を決定する。
 その他 詳細は入札説明書による。また、
入札説明書の交付及び入札説明会への出席を
希望する者は、株式会社日本貿易保険のホー
ムページ（https://www.nexi.go.jp）に掲載
した所定の機密保持誓約書の様式に必要事項
を記入し、会社の代表者印を押印の上、提出
すること。

５ Summary

 Contracting entity : Atsuo Kuroda, Chair‑

man and CEO, Nippon Export and Invest‑

ment Insurance (NEXI)

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Thin Client Devices for LAN Sys‑

tem of NEXI, 1 set.

 Fulfillment period : refer to the tender do‑

cumentation.

 Fulfillment place : refer to the tender do‑

cumentation.

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Party who does not fall

under the following clauses and.
 Party who does not have the faculty to

conclude contract concerned or does not

acquire rehabilitation by the bankrupt

except minors, persons under conser‑

vatorship or persons under assistance

who obtain the consent necessary for con‑

cluding contract concerned.

 Nippon Export and Investment Insur‑

ance may preclude any party who is

deemed to fall under any one of the fol‑

lowing descriptions from participation in

tendering for two years from the date of

the occurrence of the action described in

the following respective items. The same

shall apply to those who hire any party as

an agent, manager or employee.

ⅰ）Party who intentionally executed
construction work or production with

poor workmanship, or committed dis‑

honest acts concerning the quality or

quantity of goods in the course of per‑

formance under a contract ;

ⅱ）Party who disturbed the enforcement
of fair competition, impaired fair pric‑

ing, or conspired with others to gain

improper profits ;

ⅲ）Party who blocked a successful
bidder from executing a contract or

prevented a contractor from perform‑

ing his obligations under a contract ;

ⅳ）Party who prevented staff members
from performing their duties in exercis‑

ing supervision or making an inspec‑

tion ;

ⅴ）Party who failed to perform his co‑
ntractual obligations without just

cause ;

ⅵ）Party who hired anyone who com‑
mitted any of the foregoing acts within

the last two years as an agent, manag‑

er or employee for the performance of

a contract ;

 Nippon Export and Investment Insur‑

ance may preclude those who fall under

the preceding clause  as its tender

agent from participation in tender con‑

cerned.

 Party shall have Grade A or B in the

Offer of Services, etc in the Kanto Kous‑

hinetsu District in terms of the qualifica‑

tion for participating in tenders laid

down by Ministry of Economy, Trade

and Industry (Single qualification for

every ministry and agency) in the fiscal

years 2019, 2020 and 2021.

 Date and time for tender explanation

meeting : 2 : 00 PM 22 October, 2021.

 Time‑limit for verification documents :

5 : 30 PM 6 December, 2021.

 Time‑limit for tender : 2 : 00 PM 23 De‑

cember, 2021.

 Contact point for the notice : IT Develop‑

ment Group, Business Process and IT Man‑

agement Department, Nippon Export and

Investment Insurance, Chiyoda First Build‑

ing, East Wing, 381, Nishikanda,
Chiyodaku, Tokyo, Japan Tel. 033512
7700. mail. nexi-sys-procurement@nexi.go.
jp

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年 10 月 15 日
契約担当職
国立研究開発法人産業技術総合研究所
つくば中央第二事業所業務部長 安富 正
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
〇産総第 140 号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量
金属・絶縁膜薄膜エッチング装置 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２月25日
 納入場所 国立研究開発法人産業技術総合
研究所つくば中央第二事業所 〒3058568
茨城県つくば市梅園１１１
 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
〒3058568 茨城県つくば市梅園１１
１ 国立研究開発法人産業技術総合研究所
つくば中央第二事業所業務部会計グループＢ
加藤 宣夫 電話0298611099

 入札説明書の交付期間及び方法 令和３年
10月15日から令和３年11月９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 令和３年10月
26日14時 国立研究開発法人産業技術総合研
究所 つくば中央第二事業所 入札室
 競争参加に必要な書類の提出期限及び場所
令和３年11月19日17時 国立研究開発法人
産業技術総合研究所 つくば中央第二業務部
会計グループＢ
 入札書の受領期限 令和３年12月６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12月７日14
時 国立研究開発法人産業技術総合研究所
つくば中央第二事業所 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。
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