
入 札 説 明 書 
 

                         社会福祉法人
恩賜

財団
済生会支部 

                            奈良県済生会 

支部長 今川 敦史 

 

１．調達案件及び数量 

調達物品名：超音波診断装置一式 

   (1) 超音波診断装置          TUS-AI700    1 

       本体 

       液晶モニタ（２３インチ） 

       ＤＩＣＯＭ キット 

   (2) ＳＴＣ キット             UIST-AI900A    1 

   (3) キーボード キット              UIKB-AI900A     1 

   (4) ＣＨＩ キット                USHI-A1900A     1 

   (5) Elastography＋計測 キット     USEL-A1901A     1 

   (6) Shear Wave キット             USSW-A1900A     1 

   (7) 周辺機器搭載 キット           UZRI-A1901A     1 

   (8) コンベックスプローブ        PVI-475BT       1 

   (9) 高周波リニアプローブ         PLT-1005BT       1 

   (10) 高周波リニアプローブ         PLT-705BT        1 

   (11) 白黒プリンタ            P95D-DC(T)       1 

   (12) ソノゼリー             S-JELLY350H12    1 

 (13) ソノペーパー            S-600(4)       1 

   (14) DICOM Storage/MWM/レポート               1 

   (15) ゼリーウォーマー         UZGW-008A       1 

   (16) 穿刺ブラケット          680-110        1 

   (17) バイオプシーニードルガイドセット 680-112        1 

２．納入場所 

   奈良県桜井市阿部３２３番地    

社会福祉法人
恩賜

財団
済生会中和病院  

３．発注者 

   社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 奈良県済生会 

４．納入期限 

   平成 30 年 6 月 30 日（土曜日） 

５．入札予定価格   非公表 

６．最低価格制限   設定しません 



７．入札説明書等の交付について 

（１）交付する書類 ①入札説明書 

②競争入札参加資格確認申請書 

③質疑書 

④委任状・入札書 

（２）書類の交付期間   平成 30 年 4 月 16 日（月）～平成 30 年 4 月 24 日（火） 

（３）書類の交付方法   社会福祉法人恩賜
財団済生会中和病院 ホームページからダウン

ロードして下さい。  （http://www.chuwa-hp.jp/） 

８．質疑応答  

（１）質疑書の提出 

①日  時：平成 30 年 4 月 19 日（木） 

         9 時から 15 時まで 

②提出方法：メールにて提出 

         送信先 済生会中和病院 用度課 廣田宛  

             TEL ０７４４－４３－５００１ 

E-mail   youdoka@chuwa-hp.jp 

      ③宛  名：社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 奈良県済生会 支部長 今川敦史 

・書式は、配布の指定用紙（データ配布）とする。 

・質疑は、上記メールアドレスに送信することとする。 

 メールを送信した場合は済生会中和病院 用度課あて電話で連絡をすること。 

・質疑が無い場合は連絡不要です。 

   

（２） 回答日時 

①日時：平成 30 年 4 月 20 日（金） 15 時より 

②方法：済生会中和病院ホームページへ掲載します。  

 

９．競争入札参加資格確認申請書の提出 

（１）日  時：平成 30 年 4 月 24 日（火）15 時まで 

（２）提 出 先：社会福祉法人恩賜
財団済生会中和病院 南階地下１階 用度課 

（３）提出方法：持参 

 

１０．入札参加資格の確認通知 

（１）日  時：平成 30 年 4 月 25 日（水）15 時から 

入札参加申込書の提出のあった各社に FAX にて、参加資格の有無を通

知します。 

 

１１．入   札 



（１）入札 

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額 

をもって落札価格とします（入札書には、消費税抜きの金額を記入）。 

代理人が入札を行う場合は、代理人の届出印（委任状に押印のもの）を入札書に

押印すること（封筒も同じ）。 

（２）日時 

平成 30 年 5 月 1 日（月）10 時より 

  

（３）入札場所 

奈良県桜井市阿部３２３番地 

社会福祉法人恩賜

財団済生会中和病院 健診センター1 階 第 5 会議室 

電話 ０７４４－４３－５００１（担当：総務課 ） 

（４）入札書 

宛名は  社会福祉法人恩賜

財団済生会支部  

奈良県済生会 支部長 今川 敦史  

（５）委任状 

代理人が入札する場合は、代表者の委任状を提出すること。 

（６）落札者の決定 

予定価格以下で、最低の価格をもって入札をおこなった入札者を落札者とします。 

予定価格以下で有効な入札がなかった場合は再度入札を行います。入札回数は３ 

回までとします。 

３回の入札で、落札者が決定しない場合は、最低の価格を提示し、かつ有効な入 

札を行った入札者と随意契約の交渉に入る場合があります。 

 

（７)同価格入札 

同額の入札を行った入札者が複数あった場合は、くじによって落札者を決定しま

す。「くじ」は、順番を決定する「くじ」及び落札者を決定する「くじ」の２回実

施します。 

 

（８）その他の条件 

   ア 納品の際は、組み立てが必要な場合は実施後使用できる状態とし、当法人の指    

定する場所まで搬送することとする。 

   イ 当該物品は、納入業者又は製造元の保障を受けることができるものとする。 

   ウ 当該物品を納入する際には、納入業者が必要な取り扱い方法を説明することと    

し、不具合発生時は製造元と協力して即時対応体制をとることとする。 

 

１２．入札参加資格 



次に掲げる（１）から（６）までのいずれにも該当する者が、この入札に参加す

ることができる。 

（１）奈良県の物品調達に関する競争入札参加登録資格を得ている者で、営業種目 E1（医

療機器・用品）の①（医療機器・器具）に登録している者であること。 

（２）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間 

中でない者であること。 

（３）当該物品のサポートは、納入する会社または機器製造元が直接サポートできること。 

（４）次のいずれにも該当しないこと。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29

年法律第 89 号）第 11 条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

エ 民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた

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ない者 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を

得ていない者 

カ 破産者で復権を得ない者 

   キ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項の規定による再生手続開  

始の申立てをした者又は同条第２項の規定に基づく再生手続開始の申立てをさ

れた者。 

   ク 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項の規定による再生手続開   

始の申立てをした者又は同条第２項の規定に基づく再生手続開始の申立てをさ

れた者。 

   ケ 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は非常勤を含む役員及び支配   

人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同

様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び

営業所の代表者をいう。以下同じ｡）が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」という｡）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という｡）である場合又は暴力団員が経営に

事実上参加していると認められるとき。 

   コ 人札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不   

正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という｡）、暴力団員又は暴力団、暴力団

員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報

があった者若しくは警察が確詰した者（以下「暴力団関係者」という｡）の威力

を利用するなどしていたと認められるとき。 



 

１３． その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（２）本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書及び入札書において必要

とさ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。 

（３）契約書作成の要否   要 

（４）契約金額 

    入札書に記載された金額の 100 分の 108 に相当する金額を契約金額とする。ただ

し、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た金額を契約

金額とする。 

（５）入札保証金及び契約保証金は免除する。 

以上 


