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次のとおり一般競争入札に付します。
平成 29 年 12 月 22 日
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
代表取締役社長

服部

剛

１．入札内容
(1)

入札件名及び数量
輸出入・港湾関連情報処理ｼｽﾃﾑに係る CSF ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業及び検証業務一式に関する請負契約

(2)

業務の仕様等

入札説明書及び仕様書による。

(3)

履行期間及び履行場所

入札説明書による。

２．競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たすこと。
(1)

予算決算及び会計令（以下「予決令」という。)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合に該当する。
(2)

予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。

(3)

平成 28・29・30 年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の

「A」又は「B」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こと。
(4)

本公告日から入札日までの期間に、国等から入札参加停止を受けていないこと。

(5)

当該業務、又はこれと同等の業務に係る履行実績があることを証明した者であること。

(6)

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り、適正な契約の履

行が確保される者であること。
(7)

その他、詳細については、入札説明書による。

３．入札手続等
(1)

入札者に要求される事項
入札に参加しようとする者は、平成 30 年 2 月 9 日 17 時までに上記２．(3)～（5）を証

明する書面を、下記(2)に掲げる場所に提出しなければならない。
提出された証明書類の審査の結果、当該業務を履行することができると認められた者に
限り入札に参加できるものとする。
(2)

入札説明書等の交付場所、問合せ先及び交付方法

①交付場所

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
担当 上野
②交付方法

電話

ソリッドスクエア西館 8 階

経理部経理第 2 課

044-520-6241

公告の日から平成 30 年 2 月 9 日 17 時まで、上記①で交付する。

ただし、必ず事前に電話連絡の上、来訪日時の指定を受けること。
(3)

入札及び開札の日時、場所及び提出方法

①日時

平成 30 年 2 月 19 日

14 時 00 分

②場所

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
③提出方法

ソリッドスクエア西館 8 階

第 3 会議室

上記②に持参すること。

郵送の場合は平成 30 年 2 月 16 日 17 時までに上記３.(2)－①に必着のこと。
４．その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨
(2)

入札保証金及び契約保証金

(3)

入札の無効

日本語及び日本国通貨に限る。

免除する。

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及び入札説明書

において提示する条件に違反した者の提出した入札書。
(4)

契約書作成の要否

(5)

落札者の決定方法

要。

①最低価格落札方式とする。
②入札説明書で定める要求条件を全て満たし、当社契約事務取扱規程第 12 条の規定に基づ
いて作成された予定価格の範囲内で、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。
(6) 入札書の記入方法等
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 8％に相当する金額を
加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす
る。)を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業者であるか免
税業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載
すること。
(7)

手続きにおける交渉の有無

(8)

詳細は入札説明書による。

無。

５．Summary
(1)

Contracting entity: Tsuyoki Hattori, President, Nippon Automated Cargo And Port

Consolidated System, Inc.
(2)

Nature and quantity of the services to be required: CSF maintenance work and
verification business concerning Nippon Automated Cargo and Port Consolidated
System, 1 set

(3)

Fulfillment period and place: Refer to the tender explanation.

(4)

Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers

eligible for participating in the proposed tender are those who shall：
①

not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accounting. Furthermore, Minors, Person under Conservatorship or
Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a
contact may be applicable under cases of special reasons within the said
clause.

②

not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accounting.

③ have Grade A or B of "offer of services " in terms of the qualification for
participating in tenders by Organization in "Kanto･Koshin-etsu" areas related
to the Ministry(Single qualification for every ministry and agency) in the
fiscal years 2016,2017 and 2018 .
(5)

Time-limit for tender: 14:00,19,Februaly 2018(tenders submitted by mail

:

17:00,16, Februaly 2018)
(6)

Contact point for the notice: Ueno, procurement Section, Accounting Dept,
Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System, Inc. Solid Square west
pavilion 8F, 580, Horikawa-cho, Saiwai-Ku, Kawasaki City, Kanagawa-Pref, 2120013, Japan

TEL 044-520-6241

