入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 29 年 7 月 31 日
契約担当者
独立行政法人日本学術振興会理事長 安西 祐一郎
◎調達機関番号 575 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
(1) 品目分類番号 71,27
(2) 借入等件名及び数量
日本学術振興会コンテンツマネジメントシステム更新・保守 一式
(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による
(4) 業務期間 平成 30 年 1 月 4 日から平成 35 年 8 月 31 日
(5) 業務場所 独立行政法人日本学術振興会が指定する場所
(6) 入札方法
入札金額は総額を記載すること。落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
なお、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 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 108 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
(1) 独立行政法人日本学術振興会契約規則第 4 条の規定に該当しない者であること。
(2) 独立行政法人日本学術振興会競争参加資格において、開札時までに平成 29 年度における「役務
の提供等」のＡ又はＢの等級に格付けされている者であること。
（文部科学省において当該資格（全
省庁統一資格の関東甲信越地区における資格を含む。
）を有する者は、当該資格の認定通知書（総
務省が発行する審査結果通知書を含む。
）を本会に提出することによって、本会における競争参加
資格者名簿に登録することができる。）

３ 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
〒102－0083 東京都千代田区麹町5-3-1麹町ビジネスセンター10階 独立行政法人日本学術振
興会総務企画部会計課 佐藤 博美 電話03-3263-4055
(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から前記(1)の場所にて交付する。
(3) 入札説明会の日時及び場所 平成 29 年 8 月 7 日 14 時 00 分
独立行政法人日本学術振興会入札室（麹町ビジネスセンター10 階）
(4) 入札書の受領期限

平成 29 年 9 月 20 日 17 時 00 分

(5) 開札の日時及び場所

平成 29 年 10 月 18 日 15 時 00 分
独立行政法人日本学術振興会入札室（麹町ビジネスセンター10 階）

４ その他
(1) 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。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 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、封印した入札書に本公告及び入
札説明書で示した物品を納入等できることを証明する書類を添付して入札書の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、契約担当者から当該書類に関し
説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 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。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告及び入札説明書で示した物品を納入等できると契約担当者が判断した
入札者であって、予定価格の制限の範囲内で、契約担当者が入札説明書で指定する性能、機能、技
術等（以下「性能等」という。
）のうち、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、契約担当者が入札説明書で定める最低価格落札方式の方法をもって落札者を定める。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 詳細は入札説明書による。
５ Summary
(1) Contracting Entity: Yuichiro Anzai, President, Japan Society for the Promotion of Science
(referred to as JSPS)

(2) Classification of the services to be procured : 71,27
(3) Nature and quantity of services required : Replacement and maintenance of JSPS Contents
Management System
(4) Contract period : 4 January 2018 to 31 August 2023
(5) Place: JSPS office
(6) Qualification for participation in this tender procedure: Suppliers eligible to participate
are those who:
(A) Do not come under Article 4 of JSPS’s Contracting Rules,
(B) Had a Grade A or B in “Offer of Services” during fiscal 2017 for participating in tenders
by JSPS (Suppliers given a corresponding grade from the Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology (including a blanket qualification covering all ministries
and Agencies in the Kanto/Koshinetsu area), shall also be eligible to register their Grades
with JSPS by Submitting a notice of Grade approval),
(7) Deadline for submitting tender: 5:00 PM 20 September, 2017
(8) Contact point for this notice:
Hiromi Sato, Budget and Accounting Division, JSPS Koujimachi Business Center Building 10F,
5-3-1 Koujimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan Tel 03-3263-4055

