
入　札　公　告

次　の　と　お　り　一　般　競　争　入　札　に　付　し　ま　す。

平　成　27年　8月　31日

支　出　負　担　行　為　担　当　官

防衛省　防衛研　究　所企　画　部

会　計　室　長　　森

◎　調　達機　関番　号　　010　　◎　所在　地番　号　13

〇　第　4　号

1　　調　達　内　容

(1)　品　目　分類番　号　　2　6

(2)　購入等件名　及　び数　量

ブ　ラ　イ　ン　ド　　1式

品　目　及　び購　入　予　定数　は、　入　札　説　明　書　に　よ　る。

(3)調　達件名　の　特質等　　入札説　明　書　に　よ　る。

(4)納入期　限　　入札説　明　書　に　よ　る。

(5)納入場所　　入札説　明　書　に　よ　る。

(6)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　8　%　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108分　の100に相　当　す　る

金額　を入札書　に記載す　る　こ　と。

競争参加　資　格

(1)予算決算及び会計令第70条　の　規定に該　当　し

な　い者で’あ　る　こ　と。な　お、未成年者、被保佐

人又　は被補助　人　で　あ　っ　て、契約締結の　た　め　に・

必要　な　同　意　を得て　い　る　者　は、同　条　中、特別　の

理　由　が　あ　る　場l合　に該　当　す　る。

(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該　当　し

な　い者であ　る　こ　と。

(3)平成25・26・27年度防衛省競争参加資格(

全省庁統一資格)「物　品　の製造」又は「物　品

の販売」で、「A」、「B」、「C」又　は「

D」の　等級　に格付　け　さ　れ、関東・甲　信越地域

の競争参加資格を有す　る　者であ　る　こ　と。



」し



(4)防衛省か　ら「装備　品等及び役務の調達に係

る　指名　停止等　の要領」に基づ　く　指名　停止　の措、

置　を　受　け　て　い　る　期　間　中　の　者　で　な　い　こ　と。

(5)前号　に　よ　り、現　に指名　停止　を　受　け　て　い　る　者

と　資　本　関係　又　は　人　的　関係　の　あ　る　者　で　あ　っ　て、

当　該者　と　同　種　の　物　品　の　売　買　又　は製造若　し　く　は

役務請負　に　つ　い　て　防衛省　と　契約　を行お　う　と　す

る　者　で　な　い　こ　と。

入札書　の　提　出　場所等

(1)　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

〒153鵜　8648　東京都　目　黒　区　中　目　黒　2　丁　目　2　番

1号　　防衛省　防衛研究所　　企画部総務課会計

室会計第　3　係長　　植　田.佐智子

電話03-　5721-7005　　内　線　6456

(2)　入札説　明　書　の　交付方法　　本公告　の　日　か　ら　上

記　3(′1)の　交・付場所,に　て　交付す　る。

(3)入札書　の　受領期　限　　郵送　に　よ　る　場合　は、平

成　2　7　年11月　2　目17　時　0　0　分、た　だ　し、

入札書　を　持参す　る　場合　は、開　札　の　日　時　ま　で　と





す　る。

(4)　開　札　の　日　時及　び場所

平成　2　7　年11月　4　日11時　0　0　分

防衛研究所戦史研究セ　ン　タ　ー　大会議室

そ　の　他

(1)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　に　限　る。

(2)　入札保証金及　び契約　保証金　　免　除。

(3)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。

(4)　契約　書作成　の　要否　　要。

(5)落札者　の　決定方法　　予算　決算及　び会　計令第

79条　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。

(6)手続　に　お　け　る　交渉の　有無　　無。

(7)　詳細　は入札説　明　書　に　よ　る。

5 Summary





(1)official in charge of disbursemen七　〇f

七he procuring en七i七y Ichiro Mori

Dire ctor Finance’offi ce Na七i onal

工ns七itu七e for Defens e S tudi e s,　Mini s七ry

o f D e f e n s e.

(2)　Classification of　七he p′rOducts to be

PrOCure d　　　26

(3)Na七ure and quan七i七y of the produc七s

to b e purchased:Blinds,1se七

(4)Delivery period as in　七he tender

d o c ume n t a七i o n.

(5)Delivery place as in the tender

d o c ume n t a七i o n.

(6)　Qualifica七ion for par七icipating in the

七endering procedures:Suppliers eligible

for participa七ing in the proposed tender

ar e　七ho s e wh o s ha11

①　　not coine under Ar七icle　70　0f the

Cabine七　Order con.cerning the Budget,

Audi七ing and Accoun七i,n、g.　Fur七hermore,



二¥ノ



mlnOrS,Person under Conserva七〇rship or

Person under As si s七anc e that ob七aine d

the cons en七　neces sary for conrcluding a

clOn七raC七　may be applicable under cas es

of special reasons wi七hin the said

cl a u s e.

②　　no七　come under Ar七icle　710f the

Cabine七　Order concerning the Budge七,

Auditing and Accoun七、ing.

③　　have Grade、A,B,　C or D bn

“Manufac.七ure’’　or　“s al e’’　in the

Kan七o an d Ko u si n e七s u ar e a i n t e rms o f

the qualifi ca七〇n.for par七i cipa七i.ng in

七enders by the Mini s七ry of Defense

(Single qualification for every

ministry and agency)in the fiscal years

2013,2014　and　2015.

④　　The person who is n〇七　being suspended

from Transac七ions by　七he reqes七　〇f the

Minist、ry Of DefelnSe.





(7)　Time-1imi七　for　七ender

17:00　2　November　2015　in case of by

surfac e mail,

11:00　4　N0.Vember　2015　in cas e of by

h an d

(8)　Contact point for　七he notice

Sachiko Ueda,Finance Office Na七ional

Insti七u七eノ　for Def'enS、e S七udies,Minis七ry

of Defense.2-　2-1Nakameguro Meguroku

Toky0153-　8648　Japan.TEしO3-　5721-　7005

B x七.6456




