
[1] 
 

公 開 入 札 公 告  

                   

公益社団法人日本分析化学会は、下記の契約について公開競争入札に付すことを公

告します。 

１． 競争入札事項： 

１）Analytical Sciencesの組版・印刷・製本 

（１）２０２０年４月から２０２１年３月までの出版分とする。 

 （２）別紙の Analytical Sciences 仕様書に合致するものとする。 

２）Analytical Sciencesの電子化対応 

 （１）別紙の Analytical Sciences 仕様書に合致するものとする。 

２． 競争参加資格： 

１） 「各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格（全省庁

統一規格）」による、平成３１・３２・３３年度（又は令和０１・０２・０

３年度）における物品の製造・販売等に係る一般競争入札参加者のうち、

「物品の製造」又は「役務の提供等」の区分において「Ａ」、「Ｂ」、

「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。又は本会の出版

事業において印刷・組版・製本に実績を有する者であること 

２） ２０１８年以降に、元請けとして完成・引き渡しが完了した類似の仕様の刊

行物を製作した実績を有すること。 

３） 以下の競争参加者の制限に係る事項に該当しない者であること。 

（１） 特別の理由がある場合（未成年、被保佐人又は被補助者であって、契約締

結のために必要な同意を得ている者）を除くほか、本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）以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後２年を経過し 

    ていない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ 
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    いてもまた同じ。） 

① 契約の履行に当たり故意に製造を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

をえるために連合した者 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 監督又は検査の実施に当たり本会職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由が無くて契約の履行をしなかった者 

⑥ 前各号のいずれかの該当する事実があった後２年を経過していない者、

契約の履行に当たり代理人、支配人そのほかの使用人として使用した者 

３． 入札方法： 

  入札金額は、総額を記入し、別紙様式２の入札書と競争入札事項に関係する見

積書を必ず添付すること。 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた

金額とする）をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１

００に相当する金額（税抜金額）を入札書に記載すること。 

４． 競争参加資格等確認書類の提出： 

  入札の際に別紙様式１の競争参加資格等確認書等を提出し、確認を受けなけれ

ばならない。 

５． 落札決定の方法： 

  本公告に示した競争入札事項の物品を納入（物品を製造、役務を提供）できる

と契約担当者が判断した入札者であって、本会が作成した予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった入札者を落札者とする。 
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６． 納入期限： 

２０２０年４月１日から毎月１０日、２０２１年３月３１日までの出版分を滞

りなく納入すること。 

（この期間の Analytical Sciences に掲載される論文は既に数ケ月前から作業

が始まっていることに注意。） 

７． 入札説明会と仕様説明会の日時及び場所： 

２０２０年１月２９日（水） １０時００分   日本分析化学会会議室  

この説明会は入札説明会と仕様説明会とを兼ねる。 

この説明会への出席をもって、入札資格を得るものとする。 

８． 入札書等受領日時及び提出場所： 

２０２０年２月６日（木） １６時００分   日本分析化学会会議室  

９． 開札の日時及び場所： 

  ２０２０年２月１４日（金）  １６時００分   日本分析化学会会議室 

１０．入札の無効： 

  入札書で次の各号に該当するものは、これを無効とする。 

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者及び入札の条件に違

反した者の提出したもの 

② 供給物品名及び入札金額のないもの 

③ 競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏

名）及び押印のない又は判然としないもの 

④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称

又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の

氏名及び押印のない又は判然としないもの（記載のない又は判然としない事

項が競争加入者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の

氏名）又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であること
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が代理委任状その他で確認されたものを除く。） 

⑤ 入札金額の記載が不明確なもの 

⑥ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの 

⑦ 入札公告及び入札説明書において示した入札書を受領日時に提出しなかった

もの 

⑧ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しな

かった者の提出したもの 

⑨ その他入札に関する条件に違反したもの 

１１．契約書の作成： 

契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

１２．その他： 

   必要な書類は本公告に添付している。 

                                                    

以上公告する。 

２０２０年１月１５日 

                        

契約担当者 

                       公益社団法人 日本分析化学会 

                       会 長  内山一美 

     

資料： 

１． Analytical Sciences仕様書 

２． 競争入札参加資格申請書 [別紙様式１] 

３． 学術論文誌の製作・刊行実績報告書 [別紙様式１－付属資料] 

４． 入札書 [別紙様式２] 
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Analytical Sciences 仕様書 

１．刊行仕様； 

1) 用紙仕様； 

 表紙         ： ＯＫ金藤 菊／Ｙ １１１ kg 

本文紙        ： しらおい Ａ／Ｙ ３５ kg 

 ２）印刷仕様； 

本文言語       ： 英語 

版型         ： Ａ４版 

組み方        ： 横 ２段 

本文主要活字     ： ＴＩＭＥＳ ９ポイント 

字詰・行数      ： ２６字 ｘ ６５行 

年間ページ数     ： １，６３２頁 （予定） 

本文印刷       ： スミ１色（一部４色印刷あり） 

表紙印刷       ： 表４色（毎月図版入れ替えあり）  

 裏４色（毎月データ作成あり）  

※なお、印刷に関してはオフセット印刷とする（オンデマンド印刷・軽オフ印刷は使用不可）  

  ３）製本仕様； 

    製本形式       ： 並製 

１回当たり部数    ： ７００部 

４）発行日と期間； 

    発行日        ： 毎月１０日 

年間発行回数     ： １２回 

発送         ： 製本後は本会指定の発送業者に出荷のこと 

             （会員には本会指定業者が発送する） 

期間         ： ２０２０年４月から２０２１年３月 
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２．電子化対応； 

１） Ｊ-ＳＴＡＧＥ掲載に同時対応できること。 

① J-ＳＴＡＧＥ公開前に HTML データ(目次・アブストラクト)・Graphical 

Index（png データ）・PDF データ（目次・論文）・表紙用画像２点作成、納品

(毎月 5日前後) 

② 校了後、論文タイトル・著者名・所属機関・アブストラクト・キーワー

ド・受理日・承認日・Referencesを XMLデータ化し、 

③ DOI 付与で関連付けられた本文テキストデータ、セキュリティ設定ＰＤＦ

(および電子付録)、Graphical Abstract（jpg データ）と一緒にＪ-ＳＴＡＧＥ

にアップロードし（通常公開版と早期公開の本公開版は別作業）、 

④ このデータの確認後、該当月１０日の公開手続きをとる。 

上記遂行のために、Ｊ—ＳＴＡＧＥからＩＤとパスワードを取得のこと。 

２） Ｊ-ＳＴＡＧＥに論文の早期公開対応（書誌情報 XML および規定の様式に則っ

た PDF作成）ができること。毎週金曜公開、月平均２０報。 

３） 学会ホームページ用データの作成 

３．そのほかの条件； 

１）下記の原稿引渡しに対応できること。 

本文 ： Microsoft Wordデータ支給 （一部、Ｔｅｘ、ＰＤＦあり） 

図面 ： Microsoft Word貼り込みデータによる。（紙原稿提供可能） 

２）下記の工程期間に対応できること。 

校了 ： 発行日の前々月の月末から入稿するので、発行月１日までに校了の

こと。最終入稿日が発行前月の２０日になることもある。 

   納本 ： 発行日は毎月１０日。 

３）海外発送を委託されて対応できる者（海外の発送業者と英文での交渉業務）。 

                                   以上 
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２０２０年１月１５日 

 

                      契約担当者 

                      公益社団法人 日本分析化学会 

                        会 長  内山一美 
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別紙様式１ 

競争入札参加資格申請書 

                           年   月   日 

契約担当者 

公益社団法人 日本分析化学会 

会 長  内山一美 殿 

                   住所 

                   商号又は名称 

                   代表者氏名            印 

 

  ２０２０年１月１５日付け公告でありました公益社団法人日本分析化学会英文

論文誌 Analytical Sciences の印刷製本及び電子化対応に係る競争入札参加資格に

ついて確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

 なお、「各省各庁における物品の製造・販売に係る競争入札参加資格（全省庁統

一規格）」による、令和０１・０２・０３年度における物品の製造・販売等に係る

一般競争入札参加者のうち、「物品の製造」又は「役務の提供等」の区分において

「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者，又は日本分析化

学会の出版事業において組版・印刷・製本に関して納入実績がある者であること及

び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１．公開入札公告書 第２．の２）項に記載の製作実績をしめすもの、および契約

書写し。                             以上 
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別紙様式２ 

入 札 書 

件名  公益社団法人日本分析化学会英文論文誌 Analytical Sciences の印刷

製本及び電子化対応 

入札金額（総額）    金               円  

 

 仕様書に従って上記日本分析化学会英文論文誌 Analytical Sciences の印刷製

本及び電子化対応を請け負うものとし、入札に関する条件を承諾の上、上記金額で

入札します。 

                            年   月   日 

公益社団法人 日本分析化学会 

会 長  内山一美 殿 

                   競争入札者 

                   住所 

                   氏名               印 

                   代理人氏名            印 

  備考 

  １．競争入札者の氏名欄は、競争入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称 

    又は商号並びに代表者の氏名）を記載し押印すること。 

２．代理人が入札する場合は、競争入札者の氏名又は名称もしくは商号、代理

人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し押印すること。 

  ３．不用の文字は抹消し、訂正印を押印すること。 
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別紙様式 1-付属資料 

 

学術論文誌の製作・刊行実績報告書 

 

                 氏名又は商号名： 

 

   <備考> J-Stage：科学技術振興機構の学術誌電子ジャーナルポータルサイト 

  

論文誌名  

発行機関名  

年間総頁数  

年間総発行部数  

上記論文の組版上

の特徴 

 

 

 

 

 

 

同紙面の特徴 

 

 

 

 

 

 

同印刷、製本上の 

特徴 

 

 

 

 

 

電子ジャーナル 

公開 
Ｗｅｂ上で公開している実績の有無     有り     無し 

J-Stage 公開実績    有り       無し 

 

 


