
 

一 般 競 争 入 札 公 告 

 
 科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。 
 
１ 競争入札に付する事項 
 （１）件  名 ノートパソコン２５式の賃借 
 （２）賃借期間 令和３年１２月１日から令和６年８月３１日まで 
 （３）納入場所 入札説明書のとおり 
 
２ 競争に参加する者に必要な資格  
 （１）文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において令和３年度に「役務の提

供」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ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
する者であること。 

 （２）入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当し
ない旨の誓約書を提出した者であること。但し、支出負担行為担当官が誓約書の提
出を要しないと認める場合は、この限りではない。 

 
３ 入札書等の提出場所等 
 （１）入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所 
        郵便番号 100-0013 
         所 在 地  東京都千代田区霞が関３－２－２中央合同庁舎第７号館東館１６階 
         機 関 名  科学技術・学術政策研究所総務課経理係 
         電話番号  03-3581-2392 

メ ー ル keiyaku@nistep.go.jp 
  （２）入札説明会の日時及び場所 

随時受付説明（９時３０分～１８時１５分）科学技術・学術政策研究所 
  （３）入札書及び入札関係書類の受領期限 
         令和３年１０月２２日（金）１２時００分 
 （４）入札及び開札の日時及び場所 
         令和３年１０月２７日（水）１４時００分 
       科学技術・学術政策研究所小会議室（中央合同庁舎第７号館東館１６Ｖ） 
 
４ 入札保証金 

免除する。 
 
５  入札の無効 
 （１）本公告に示した競争参加に必要な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い者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契
約規則第１１条第１項各号に掲げる入札書は無効とする。 

 （２）２（２）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反するこ
ととなったときは、当該者の入札を無効とする。 

 
６  その他 
 本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。 
 
                                以上公告する。 
  令和３年９月３０日 
 
                                         支出負担行為担当官 

科学技術・学術政策研究所長 
菱山 豊 

 
 



   

（別添） 

仕 様 書 

 

１． 件  名 

ノートパソコン２５式の賃借 

 

２． 目  的 

科学技術の経済・社会への影響や研究活動の現状把握と分析・評価等の実施にあたっ

て、科学技術・学術政策研究所の職員が所外にてテレワーク業務を行うためのノートパ

ソコン２５式を賃借する。 

 

３． 範  囲 

本仕様書は、科学技術・学術政策研究所（以下、「当研究所」という。）に設置する

ノートパソコン２５式及び請負者が行う事項に適用する。なお、賃借期間中の保守サポ

ートならびに将来の賃借期間満了後における機器等の撤去作業及びハードディスク内デ

ータの消去作業についても本調達に含めるものとする。。 

 

４． 賃借期間 

令和 3年 12月 1日から令和 6年 8月 31日まで 

 

５． 賃借場所 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－２ 中央合同庁舎第７号館東館１６階 

文部科学省 科学技術・学術政策研究所 

 

６． 賃借物件 

以下について、本仕様書の記載事項及び別紙の要件表の記載事項を満たしていること。 

ノートパソコン           25式 

参考例示機種等：HP ProBook 450 G8/CT Notebook PC 

 

７． 組立・調整及び搬入・設置方法 

機器搬入にあたり、以下に示す項目および当研究所担当者の指示に従って、納入、調

整を行うこと。尚、機器納入前に当研究所担当者と協議の上で作業を実施すること。ま

た、納品時の搬入及び賃貸終了時の撤去に際して、納品場所建物内での作業等に関する

所定の届け出が４営業日以前に必要となる。 

ノートパソコン２５式 

（1）納入時はメーカー梱包のままで良く、開梱しての作業は必要ない。。 

   （2）本調達による賃借が終了する際には、当研究所との協議にもとづき賃借物件を撤

去すること。撤去の際には、賃借物件内臓ハードディスク内に保存されているす



   

べてのデータをオンサイトで消去すること。消去方法の名称あるいは規格等につ

いて、撤去作業の際に明示すること。 

本データ消去作業により、ハードディスクの消去済情報を読み出すことを可能とす

る一般的民生用ソフトウェア等での読み出しが不可能な状態とすること。また、消

去の証明書を提出すること。 

 

８． 検  査 

本仕様書による調達機器等の納入完了後、当研究所において納入検査を行う。 

納入検査の結果、調達機器等の全部または一部に不合格品が発見された場合、請負者

は直ちに当該機器等を引き取った上、代替機器等を当研究所が指定する日時までに納入

すること。 

 

９． 納入時提出物 

機器納入時に、以下に示す物件を、当研究所に提出すること。 

（１）全納入機器の保証書 

（２）全納入機器の取扱説明書 

（３）全ての付属品 

（４）納入機器の機種名、数量、及び製造番号（もしくは製品番号）の一覧表 

（５）その他、担当者が必要と認めるもの 

 

１０． 守秘義務 

請負者は、本件に係る一切の物件、情報を第三者に公開、貸与、もしくは譲渡しては

ならない。なお、本条件は作業終了後においても同様とする。 

 

１１． その他 

（１）納入機器本体の見易い場所にリース物件であることを示すシールを貼付すること。 

（２）貼付するシールには、物件の所有者名、所在地、電話番号、及びリース期間を明記

すること。 

（３）梱包資材等の不要物は、速やかに、請負者負担で場外搬出の上、適切に処分するこ

と。 

（４）賃借物件の納入時及び返却時に必要となる機器の運搬費用・処分費用は、請負者の

負担とする。 

（５）本仕様に疑義が生じた場合、当研究所担当者と協議するものとする。 

（６）問い合わせ先  科学技術・学術政策研究所総務課情報係 

 

 

 

以 上 



別紙

No. 性　能　・　条　件　等 特　記　事　項

1 プロセッサ（CPU）に関する事項

2 プロセッサの種類 Intel® Core™i5-1135G7以上

3 メモリに関する事項

4 メモリ容量 8GB以上

5 補助記憶装置に関する事項

6 総容量 256GB以上のSSD

7 回転数 -

8 パーティション設定

9 C:ドライブ システム予約領域等を除く全容量 NTFSでフォーマットされていること

10 D:ドライブ以降 不要

11 OS（Operating System）に関する事項

12 種類・バージョン Windows 10 Pro 64bit

13 対応言語 日本語版

14 インストール条件 プリインストール

15 グラフィクスに関する事項

16 ビデオコントローラ 標準的な物が登載されていること

17 装備条件

18 ネットワークコントローラに関する事項 有線LAN、無線LAN双方に対応すること

19 装備条件 オンボード装備されていること

20 対応通信速度 有線は1000BASE-T対応であること

21 外部インターフェイス（コネクタ） RJ-45（メス）×1以上であること

22 指紋認証機能 本体内蔵

23 MODEMに関する事項 特に定めない

24

25 サウンドに関する事項

26 スピーカ 本体内蔵

27 コントローラ等 内蔵装備されていること

28 光学ドライブに関する事項

29 装備条件・台数 特に定めない

30 ドライブの種類等 特に定めない

31 WEBカメラ 標準的な物が登載されていること

32 3.5inchFDDに関する事項

33 装備条件・台数 特に定めない

34 外部インターフェイスに関する事項

35 シリアルポート 特に定めない

36 PS/2ポート 特に定めない

37 USB  ポート USB3.1以上タイプAを3ポート以上装備していること

38 モニター用ポート HDMIまたはDisplayポートが１ポート以上登載されていること

39 赤外線ポート 特に定めない

40 ステレオ入力／出力端子 各機能について、ミニジャックを装備していること ステレオヘッドフォン利用可能であることを含む

41 キーボード・マウスに関する事項

42 キーボード 本体内蔵（外付けキーボードは不要）

43 マウス 不要

44 消費電力・発熱量に関する事項

45 最大消費電力 特に定めない

46 本体諸元に関する事項

47 重量 本体2.0kg以下であること。

48 筐体の大きさ モニタサイズ15インチ以上

49 幅

50 奥行

51 高さ

52 保守・サポートに関する事項 リース期間中翌日営業日オンサイト保守、HD返却不要

53 センドバック修理

54 パーツ保障

55 オプション

56 その他

57 不要HDD返却 リース期間中、故障HDDは返却不要であること

58 情報セキュリティに関する事項
納品する機器等の製造工程において意図しない変更が加え
られないよう適切な措置がとられていること

59 製品導入時の作業において

60 納品時作業

項　　　　目

ノートパソコン(25式）要件表
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