
宇航研18SG00652UKSI 

掲載期間 平成 30 年 12 月 5 日～平成 31 年 3 月末 

一般競争入札（総合評価方式） 

次のとおり一般競争入札（総合評価方式）に付します。 

平成 30 年 12 月 5 日 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

調達部長  寺田 弘慈 

◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13

１ 調達内容 

(１)品目分類番号 14,71,27 

(２)調達サービス及び数量 2018～2024 年度科学衛星運用支援システム新計算機

の調達（賃貸借一式、据付調整一式、保守一式） 

(３)調達サービスの特質等 仕様書による。 

(４)履行期限 仕様書による。 

(５)履行場所及び借入場所 宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス他 

詳細は仕様書による。 

(６)入札方法 入札金額は、本調達を実施するために必要な経費の総

額とする。 

消費税率は８％として契約金額を見積もること。また、

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、消費税に係る課税業者

であるか免税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。なお平成31年10月に消費税率引き上げが行わ

れる場合には、これに対応して契約金額等を変更する。

詳細は入札説明書による。 

２ 競争参加資格 

(１)競争参加資格 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、平成３

０年度に「物品の販売」又は「役務の提供等」のＡ～C

等級に格付けされている者であること。 

(２)競争に参加できない者 競争に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産

者で復権を得ない者。資格審査申請書及びその添付

書類に故意に虚偽の事実を記載した者等。警察当局か

ら暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれ

に準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の販

売及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があ

り、当該状態が継続している者等。詳細は入札説明書



による。 

３ 入札説明書の交付場所等  

 (１)問い合わせ先 〒252-5210  神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1   

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構  

相模原キャンパス 

調達部研究・事業調達室 

 永冨 哲也 

電話：050-3362-3594 

E-mail:  sagamihara-3kei@ml.jaxa.jp 

 (２)入札説明書の交付方法 平成 30年 12月 5日（水）から平成 31年 1月 31日（月）

12 時まで、入札情報公開システム*にてダウンロードす

ること。なお、ダウンロードに必要となるパスワードは、

上記 3(1)にメールで問い合わせること。 

 (３)入札説明会の日時及び場所 平成 30 年 12 月 19 日（水）10 時から 

相模原キャンパス 新研究・管理棟 2 階会議室 A（1257） 

(４)提出書類の受領期限 平成 31 年 2 月 22 日（金） 12 時 

電子入札システム**に提出する。 

詳細は入札説明書による。 

(５）入札期限及び場所 平成 31 年 3 月 11 日（金）14 時 

電子入札システム**に提出する。 

詳細は入札説明書による。 

 (６)落札者の決定日 平成 31 年 3 月 11 日  

入札情報公開システム*： 平日 6 時から 23 時まで （Internet Explorer 11.0 に最適化） 

https://www.epi-asp.fwd.ne.jp/koukai/do/logon?name1=06A0060006800600 

電子入札システム**： 平日 9 時から 20 時まで （Internet Explorer 11.0 に最適化） 

https://www.ebs-asp.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/ebidmlit/jsp/common/dummy.jsp?name1=06A

0060006800600 

 

４ 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とする。 

 (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 入札に参加するものは、入札説明書で定める所

要の証明書等を提出し、本契約の履行が可能で

あることを証明すること。入札者は、開札日の前

日までの間において、調達部長及び調達部長か

ら指名された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 本公告に示した入札参加に必要な条件のない者

の入札及び入札の条件に違反した入札等。詳細

は入札説明書による。 

 (５)契約書の要否 要 

 (６)落札者の決定方法 総合評価方式 

 当機構が定める予定価格の範囲内の入札価格及

び技術的内容等を総合的に審査し、当機構に最も



有利な入札を行った者を落札者とする。技術的内容

等については、別途提示する。 

 (７)その他 詳細は入札説明書、及び上記３（1）のものに確認

することによる。 

  

 
５ Summary  

(1) Contracting Entity Contracting Entity: Koji Terada, Director of 

Procurement Department, Japan Aerospace 

Exploration Agency(JAXA) 

(2) Classification of the services to be 

procured 

14, 71, 27 

(3) Nature and quantity of the services 

to be procured 

Operation Support System For Scientific Satellites 

(2018-2024) [1 Set] 

 (4) Fulfillment Period Refer to each  specification 

 (5) Fulfillment and Lease Place Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 

Sagamihara Campus others. 

(6) Qualifications for participating in 

the tendering procedures 

Suppliers eligible for participating in the proposed 

tender are those who shall: 

 have the Grade from A through C, qualification 

during fiscal 2018 in offer of “Services” or 

“Purchase”for participating in tenders by Single 

qualification for every ministry and agency. 

 (7) Time-limit for tender 2:00 pm on March 11, 2019 

 (8) Contact point for the notice Tetsuya Nagatomi, General Procurement Office, 

Procurement Department, JAXA, 3-1-1, 

Yoshinodai,Chuo-ku,Sagamihara-city, Kanagawa 

252-5210 Japan.  

TEL.+81-50-3362-3594 

E-mail: sagamihara-3kei@ml.jaxa.jp.p 

 
※個人情報の取り扱いについて 

ご提出いただく資料に個人情報が含まれる場合には、当該個人情報を適切に管理するとともに

当該目的以外には使用しません。 

 




