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Ｃ prove to have prepared a system to

provide rapid after‑sale service and main‑

tenance for the procured products,

Ｄ prove to have the ability to deliver the

products, required by this notice, on the

date and to the place specified by the Ob‑

ligating Officer,

Ｅ meet the qualification requirements

which The Obligating Officer Director‑

General may specify in accordance with

Article 6 of the Regulation,

Ｆ not be currently under a suspension of

business order as instructed by The Ob‑

ligating Officer Director‑General.

 Time limit of tender : 17 : 00 25 August,

2022

 Contact point for the notice : Yukio

Hayashi, Procurement Section, General

Administration Division, Suzuka National

College of Technology, Shiroko‑cho Su‑

zuka‑shi 5100294 Japan, TEL 059368
1720

 Please be noted that if it is indicated that

environmental conditions relating to the

procurement are laid down in its tender do‑

cuments.

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年６月 30 日
契約担当役
国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所

理事長 中村 祐輔
◎調達機関番号 801 ◎所在地番号 27
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 件名及び数量 国立健康・栄養研究所移転
に伴うドラフトチャンバー・実験台等購入設
置
 調達件名の仕様等 入札説明書による。
 納入期限 令和５年３月１日
 納入場所 入札説明書による。

 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（１円未満の端
数切り捨て）をもって落札価格とするので、
入札者は、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
 契約事務取扱要領第４条及び第５条の規定
に該当しない者であること。
 令和４・５・６年度厚生労働省競争参加資
格（全省庁統一資格）において、「物品の販売」
で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けさ
れている者であること。
 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実
を記載していないと認められる者であるこ
と。
 経営の状況又は信用度が極度に悪化してい
ないと認められる者であること。
 その他契約事務取扱要領第３条の規定に基
づき、契約担当役が定める資格を有する者で
あること。

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せ先
〒1628636 東京都新宿区戸山１23１
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研
究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研
会計課 電話0332035721
 入札説明会の日時及び場所 令和４年７月
20日10時30分 国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所
会議室（管理等３階）
 入札書の受領期限 令和４年８月25日17時
00分
 開札の日時及び場所 令和４年８月26日14
時00分 国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所 国立健康・栄養研究所 会議室
（３階）

４ その他
 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

 入札保証金及び契約保証金 免除

 入札に要求される事項 この一般競争に参
加を希望する者は、封かんした入札書のほか
に、入札説明書に定める仕様書及び必要な証
明書等を指定する期日までに提出しなければ
ならない。入札者は当該書類について説明を
求められた場合は、これに応じなければなら
ない。
 入札書の無効 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、その他入札の条件に違反した入札は無
効とする。
 契約書の作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると契約担当役が判断した入札者で
あって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所が作成し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。
 手続きにおける交渉の有無 無
 その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yuusuke Nakamura, Di‑

rector General, National Institutes of Bio‑

medical Innovation, Health and Nutrition.

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Purchase and installation of

draft chambers, laboratory tables, etc. due

to the relocation of the National Institute of

Health and Nutrition 1 set

 Delivery period : 1 march 2023

 Delivery place : As in the tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under the provisions of Arti‑

cle 4 and 5 of the contract handling gui‑

delines.

 have Grade A, B, or C on sale of prod‑

ucts in terms of qualification for partici‑

pating in tenders by Ministry of Health,

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年６月 30 日

経理責任者
独立行政法人国立病院機構本部

総務部長 大門 龍生
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 購入等件名及び数量
 マルチスライスＣＴ 11式
 ＭＲＩ 10式
 血管連続撮影装置 18式
 ガンマカメラ ４式
 高度放射線治療装置 ７式
 Ｘ線透視撮影装置 28式
 Ｘ線発生装置 17式
 ＦＰＤシステム 23式
 乳房Ｘ線撮影装置 16式
 外科用Ｘ線撮影装置 15式
入札区分の詳細は、入札説明書及び仕様書
による。

 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

Labour and Welfare, (Single qualification

for every ministry and agency) in the fis‑

cal years 2022, 2023 and 2024.

 prove to have no false statement in ten‑

dering documents.

 prove neither the business condition

nor credibility is deteriorating.

 in accordance with the provisions of

Article 3 of the Contract Administrative

Handling Guidelines, the person must

have qualifications specified by the per‑

son in charge of the contract.

 Time‑limit of tender : 17 : 00 25 August,

2022.

 Contact point for the notice : Accounting

Section, National Institutes of Biomedical

Innovation, Health and Nutrition, 1231,
Toyama, Shinjuku‑ku, Tokyo‑to, 1628636
Japan TEL 0332035721
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