
公示（見積合わせ）【電子入札システム対象案件】 

公示番号(ED22011) 

 

見積依頼 

 

2023年1月18日 

独立行政法人国際協力機構 

 契約担当理事 

 

独立行政法人国際協力機構が実施する「【再公示】ガーナ国 稲作生産性向上プロジェク

ト向け機材」調達について、会計規程第23条第1項5号及び第24条第1項に基づき、随意契約

による見積合わせを実施します。 

 

 見積合わせを実施するにあたり、以下の点につきご留意ください。 

・本見積合わせは電子入札システム1を利用して実施します。 

・提出書類の授受は質問書及び下見積書を除き、原則電子入札システム上で行います。 

・提出頂いた見積書の金額、納期、関連書類及び諸条件を参考にし、発注者（当機構）にと

って最も有利な提案を採用します。 

・納品後、航空輸送による「輸出」を前提での調達となります。 

・見積書提出締切日以降に選定結果を電子入札システムで通知します。 

   

 

１．案件名：【再公示】ガーナ国稲作生産性向上プロジェクト向け機材 

 

２．納入条件： 

(1) 納入場所：指定倉庫または国際協力機構本部 

(2) 梱包条件：国内輸送梱包 

（国内輸送梱包にかかる廃棄料が発生した場合は、受注者負担とします。） 

(3) 希望納期：２０２３年３月２０日頃 

(4) 付属品：機材リストに記載の有無に係わらず、機材を正常に稼働させるために必

要とされる資機材（電源ケーブル、変換プラグ、電圧変換機、バッテリー等）も

当該機材に付属して納入すること。 

(5) 輸出書類用機材リスト（英文）：発注後、指定日までに一般・危険品・冷蔵品・冷

凍品に分けて提出すること。 

 

 

 
1 詳細は「電子入札システム ポータルサイト」でご確認ください。 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html 
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３．見積合わせ参加資格 

令和04・05・06年度全省庁統一資格にて「物品の販売」または「物品の製造」の格

付けを有していること（格付けは問いません。）及び以下の要件を満たしているこ

と。 

本見積合わせに参加を希望する者は、見積書及び全省庁統一資格の提出をもって、

以下の項目に誓約したものとします。なお、誓約に虚偽があった場合、又は誓約に

反する事態が生じた場合は、当該参加者が提出した見積書を無効とし、参加資格無

効を電子入札システムから通知します。 

(1)当機構から「契約競争参加資格停止措置規程」（平成20年規程（調）第42号）に基

づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。

(2)会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(3)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者（以下、「応

募者」という。）は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了ま

での将来においても該当することはないこと。

① 応募者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等

標榜ゴロ、特殊知能暴力団等（これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平

成16年10月25日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反

社会的勢力」という。）である。

② 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。

③ 応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。

④ 応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しく

は関与している。

⑤ 応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしている。

⑥ 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい

る。

⑦ その他、応募者が東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）に定め

る禁止行為を行っている。

４．質問 

（1）機材仕様明細書の内容等、この見積合わせ案件に関する質問がある場合は、次に

従い所定の様式により提出してください。 

（下記より質問様式をダウンロードしてください。）

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html 
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① 質問受付期限：２０２３年１月２５日（水）正午 

② 提出方法：電子メール  

送付先：e_sanka@jica.go.jp 

メールの件名： 

【質問】（ED22011）_（法人名）_【再公示】ガーナ国稲作生産性向上プロジェク

ト向け機材 

当機構が電子メールを確認した際には、電子メールの受信をお知らせする返信

メールをお送りします。 

③ 注意:  

 質問受付期限を過ぎてから届いた質問及び口頭による質問に対してはお答えできま

せんのであらかじめ了承願います。 

 機材リストに参考銘柄として記載している物品以外の製品を提案したい場合は、質

問受付期限内に当該銘柄のカタログを電子メールに添付し、提案製品の採用の可否に

つき質問してください。  

（２）質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 

① 回答時期：２０２３年１月３１日（火）をめどに以下のURLの「質問回答」欄

に掲載予定。 

https://www.jica.go.jp/chotatsu/kizai/ippan/koji2021.html#kizai_mitsumoriawase 

② 質問の有無に関わらず、仕様・数量等を変更・訂正することがあります。こ

れら変更は「質問回答」欄に掲載しますので、本件参加希望者は、質問提出

の有無にかかわらず、必ずご確認ください。提出を受けた見積金額は、当機

構が掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。 

  

５．担当部署 

  郵便番号102-8012 

  東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル 

  独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部 契約第三課（機材調達班） 

  TEL: 03-5226-6643 

  Email: e_sanka@jica.go.jp 

 

６．提出書類・提出方法及び提出期限 

 下見積書提出期限：２０２３年２月６日（月）正午 

（１）提出書類：①下見積書(PDF) 

②競争参加資格を有することを証明するため、全省庁統一資格審査結

果通知書の写し 

(２) 提出方法：電子メール  

送付先：e_sanka@jica.go.jp 

メールの件名： 
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【下見積書】（ED22011）_（法人名）_【再公示】ガーナ国 稲作生産性向上プロジェク

ト向け機材 

 

当機構が電子メールを確認した際には、電子メールの受信をお知らせする返信メール

をお送りします。 

 

 本見積書提出期限：２０２３年２月１４日（火）正午 

電子入札システムに見積金額を必ず税抜きで入力するとともに、以下のとおり必要書

類を提出願います。 

(1)提出書類 

① 見積明細書 

ア） 納期：注文書送付から納品までの所要日数 

イ） 見積有効期限：発行日から最低 30 日以上として下さい。 

ウ） 見積金額：機材内訳金額（単価、数量）、機材のサイズ（国内梱包後の大き 

  さ、重量、梱包個数）、機材総額（税抜き）及び消費税相当額 

エ） 特記事項： 

(a)温度管理品が含まれている場合：指定温度範囲を記載 

(b)危険品が含まれている場合：UN番号を記載 

(c)電源が必要な場合：対応可能電圧・電流・プラグ形状を記載 

(d)その他取扱い、輸送に関して留意事項があれば記載願います。 

②機材確認シート：本見積依頼最終頁の様式を使用し、納入機材の確認事項をチェ 

ックしてください。 

 (2)提出方法 

上記(1)に記載の書類はPDF形式とし、全てのPDFファイルを１つのzipファイルにま

とめたうえで、電子入札システムにアップロード願います。（サイズ上限３MB） 

   

７．見積合わせ結果 

当機構が採用することを決定した見積を提出した者に注文書を電子メールで発送（もし

くは郵送）します。 

なお、見積合わせの結果について公表は致しませんが、見積合わせに参加いただいた者に

は電子入札システムを通じて結果を通知します。 

 

８．輸出貿易管理令調書 

注文請書提出後２週間以内に全機材に対し、JICAホームページ調達情報／調達ガイドラ

イン・様式／海外向け資機材の調達・一般競争入札「輸出貿易管理令調書」を提出願いま

す。このほか輸送手続きの際に、必要とされる場合はSafety Data Sheet（英文）、成分表

等機材の成分を特定するための資料、あるいはパラメーターシート、EL非該当証明書など

が必要になる場合があります。 
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９．立会検査 

機材の納品にあたり検査の立会いをお願いしていますが、新型コロナ感染症拡大状況や

アイテム数によっては写真での検査を可とする場合もあります。納品指定場所はJICA本

部（千代田区二番町）または本邦指定倉庫となります。 

１０．注意事項 

(1)「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（グリーン購入法）適合品とし

てください。

(2)アスベストを含有する資機材の調達は行ないません。

(3)海外に輸出する事を前提として購入しますので、弊機構が輸出関連法規を遵守でき

ることが取引の前提となります。輸出に当たって原産地証明書や燻蒸証明書等などの

各種証明書の取付に協力して頂く場合があること、また各種許可物品の許可・承認の

取得が不可能と判断される場合は、輸出許可物品および同物品の使用に不可欠な付属

物品の発注を取止めることもあります（発注後に輸出許可の取得が必要と判明したア

イテムも含む）。

(4)見積依頼時に対象品と指定したアイテムについては、項目別対比表やパラメーター

シート等の根拠資料のついた安全保障輸出管理にかかる非該当証明書若しくは該当

証明書をメーカーから取り付けることを前提に見積もりを作成ください。また、指定

したアイテム以外にも安全保障輸出管理にかかる書類の取付可否を確認願います。 

(5)米国再輸出規制（EAR）に関し、ECCN 番号を各機材の備考欄に記載願います。

(6)以下の区分に従って、外国製品に該当する場合、区分番号及び国名を備考欄に記載

願います。

①当該物品の全部が外国において生産されたもの

②当該物品の生産が二国以上にわたる場合に、実質的な変更をもたらし、そのものに

新しい特性を与える行為を最後に行った国が外国であるもの

③日本国内で生産される場合であっても、その物品が外国系法人によって生産される

もの

④日本国内のメーカーによって生産される場合であっても、その物品が外国ブランド

の製品となるもの

以上 

別添：機材リスト 
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機材確認シート 

独立行政法人国際協力機構 

契約担当役 理事 殿 

20 年 月 日 

住所 

商号/名称 

代表者役職・氏名 ㊞ 

 当社は、「【再公示】ガーナ国稲作生産性向上プロジェクト向け機材」（ED22011）（以下「本

調達」という。）に関して、以下の各事項を確認しました。 

1. 本調達はガーナ共和国への「輸出」を前提とする調達であり、貴機構へ納品する機材は

全て輸出可能であることを確認しています。

2. 機材リストに記載の有無に係わらず、機材を正常に稼働させるために必要とされる資機

材（電源ケーブル、変換プラグ、電圧変換機、バッテリー等）を当該機材に付属して納

入することを確認しています。

以上 
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会社名

担当者名

番号
機材名

（書籍名）

メー
カー名
①*5

（出版
社）

型番①
(ISBN
NO.)

メー
カー名

②
（出版
社）

型番②
(ISBN
NO.)

備考

必要な仕様*2
（例：プラグの種類、電池の種類
（アルカリ・マンガン・リチウム

他）

機材の用途*3
（具体的に）

数量 単位*4
単価※

（円）

金額(税抜）
（円）

参考銘柄②のカタログ情報
又はメーカー所在地、メー

カーのＨＰアドレス等

1 穀物水分計
ケット科
学研究所

ライスタ
fg512

外国産米測定のために開発されたものであり、
海外修理に対応しているため。

[必須仕様]
電気抵抗式、外国産米用、ポータブル、英語版

[①参考仕様]
電気抵抗式
測定範囲：11.0～20.0％
対象：外国産米
電源：乾電池
ポータブル、穀温・温度自動補正、英語版

対象地区での実証
試験および収量調
査時に籾の水分含
量を測定

7 台
https://store.shopping.yahoo.co.jp/douguya
san/kett-riceta-
f6.html?sc_e=afvc_shp_2327384

2 籾摺り器(実験用） サタケ
テスト用籾
摺機
THU35C-T

大屋丹藏
製作所

25M型

[必須仕様]
・ゴムロール式
・電源：230V　50Hz対応であること。100V仕様の場合は対
応する変圧器を加えること。

[①参考仕様]
型式　THU35B
電源電圧　単相220-240V
所要動力　400W
全長×全幅×全高 (mm)　785×348×787
重量 (kg)　81㎏以下
能率 (kg/h)　50kg/時以上

対象地区で籾殻を
除去して玄米の品
質をチェックする
際に使用

1 台 https://satake-japan.co.jp/products/uploads/analyze.pdfhttps://ohyatanzo.com/products/#title-245

3 精米機（実験用） サタケ
テストミル
TM05C-T

山本製作
所

タテ型試験
用精米機
(30kg/h)

[必須仕様]
・長粒米対応
・電源：230V　50Hz対応であること。100V仕様の場合は対
応する変圧器を加えること。

[①参考仕様]
型式 － TM05C
精米方式 － 研削式
全長×全幅×全高 (mm)	386×580×374
機体質量 43.2kg 以下
電源電圧  単相220-240V
所要動力 400W
回転数 　750－1450rpm程度
長粒種対応

対象地区で玄米か
ら糠や胚芽を取り
去って白米の品質
をチェックする際
に使用

1 台
https://satake-
japan.co.jp/products/analyzer/tester/00058
5.html

https://satake-
japan.co.jp/products/ricemill/onepass/cbs3
00bs550bs.html?parentCategory=%E7%B2%BE%E7
%B1%B3%E6%A9%9F%E5%99%A8&category=%E8%BE%B
2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%BA%97%E8%88%97%E7%9
4%A8%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F

合計： 0

消費税： 0

総額： 0

参考銘柄①のカタログ情報
又はメーカー所在地、メー

カーのＨＰアドレス等

購入・輸送　機材リスト

国名：ガーナ国 案件名：稲作生産性向上プロジェクト向け機材

基礎情報
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https://satake-japan.co.jp/products/ricemill/onepass/cbs300bs550bs.html?parentCategory=%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F%E5%99%A8&category=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%BA%97%E8%88%97%E7%94%A8%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F
https://satake-japan.co.jp/products/ricemill/onepass/cbs300bs550bs.html?parentCategory=%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F%E5%99%A8&category=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%BA%97%E8%88%97%E7%94%A8%E7%B2%BE%E7%B1%B3%E6%A9%9F
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