入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和 3 年 10 月 1 日
地方競馬全国協会
本部会計契約担当役 川合 靖洋
◎調達機関番号 320 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
(1) 品目分類番号 73
(2) 件名 NAR グランプリ 2021 表彰式典企画運営等業務委託 一式
(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間 契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日（予定）
(5) 履行場所 入札説明書及び仕様書による。
(6) 入札方法 入札説明書による。
２ 競争参加資格
(1) 次に該当しないものであること。
① 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。
② 協会、農林水産省、日本中央競馬会及び地方競馬主催者から、取引停止の措置を
受けている期間中の者。
(2) 令和 1・2・3（平成 31・32・33）年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一）
において、
「役務の提供等」
の A または B の等級に格付けされている者であること。
(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事
再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな
い者であること。
(4) その他は入札説明書に定める。
３ 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ
先
〒106-8639 東京都港区麻布台 2‐2‐1 地方競馬全国協会 企画部広報課 小杉
隆大 電話 03‐3583‐6843 電子メール pr@nar.keiba.go.jp 問い合わせは特別
な事情がある場合を除いて電子メールで行うこと。
(2) 入札説明書及び仕様書の交付方法 本公告の日から上記３(1)の交付場所にて交
付する。交付を受ける際には必ず事前に連絡を行うこと（日時を調整し実施する）
(3) 入札説明会の日時及び場所 上記３(2)の書類交付時に個別に実施
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(4) 総合評価に関する書類の提出期限 令和 3 年 11 月 1 日午後 16 時 00 分
(5) 入札、開札の日時及び場所 令和 3 年 11 月 9 日午前 11 時 00 分
地方競馬全国協会北館 4 階会議室
※ 本件入札については、郵便による入札書提出を認める。ただし、郵便により提出可
能な入札書は、１社につき１通ずつとし、第 1 回目の入札が不調の際に実施される
再度の入札については、辞退の扱いとなる。
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
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札の無効 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、入札者に
求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反し
た入札は無効とする。
(4) 契約書の作成の要否 要
(5) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行なった入札者の中
から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(6) 詳細は入札説明書及び仕様書による。
５ Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yasuhiro Kawai :
Director for accounting agreements : The National Association of Racing.
(2) Classification of the products to be procured : 73
(3) Nature and quantity of the products to be purchased ; Award ceremony
( ceremonial planning and venue rent ).
(4) Fulfillment period : As shown in the tender documentation.
(5) Fulfillment place : As shown in the tender documentation.
(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers have
grade A or B“offer of services etc”in terms of the qualification for participating
in tenders by MIC(Single qualification for every ministry and agency).
(7) Time limit for submission of proposals : 16:00 p.m. 1 November , 2021
(8) Time limit for tender : 11:00 a.m. 9 November , 2021
(9) Contact point for the notice: Ryuta Kosugi : Public Relations Division, The
National Association of Racing , 2-2-1 Azabudai , Minato-ku Tokyo, 106-8639 :
Japan : TEL 03-3583-6843
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