
 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    簡易陰圧装置一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA・B等級に

格付けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月10日（水）午前9時30分 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    超音波診断装置一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA・B等級に

格付けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月10日（水）午前10時 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    血液浄化装置一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA・B・C等

級に格付けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月10日（水）午前10時30分 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    気管支鏡一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA・B等級に

格付けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月12日（金）午前9時30分 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    CT撮影装置等一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA等級に格付

けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月12日（金）午前10時 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入 札 公 告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 2021年1月21日 

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 

   院長 門脇 孝 

 

１  調達内容 

  （１）件名及び数量    生体情報モニタ一式の購入 

  （２）調達案件の仕様等    別紙仕様書による 

  （３）納入期限      2021年3月末日 

 

２  競争参加資格 

（１）当該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ていない者に該当しない者で

あること。 

（２）令和1・2・3年度全省庁統一競争参加資格を有すること。（「物品の販売」のA・B・C等

級に格付けされた者であること。） 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこ 

と。（「誓約書」を提出すること。） 

 

３  入札の執行日時等 

（１）入札資料配布 

        2021年1月21日（木）から同2月9日（火）まで（土日祝祭日は除く） 

    当院用度課に申し出ること。 

（２）入札執行の日時及び場所 

        2021年2月12日（金）午前10時30分 当院9階903会議室 

 

４  その他 

  （１）入札保証金及び契約保証金    免除 

（２）競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  （３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）問い合わせ先 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-2 

        国家公務員共済組合連合会  虎の門病院 用度課 河野（かわの） 

        電話 03-3588-1111 （代表）土日祝を除く 8:30～17:15 

 


