
次期産業標準策定システムに係るアプリケーションの開発等業務に係る意見招請について

令和２年９月

経 済 産 業 省

  次のとおり、調達物品の調達仕様書案の作成が完了したので、調達仕様書案に対する意見を招請します。

１．借入等件名及び数量

次期産業標準策定システムに係るアプリケーションの開発等業務

２．仕様書案の交付

（１） 交付期間

開催日時 令和２年９月１８日（金）～ 令和２年１０月９日（金）

（２） 交付場所

経済産業省ホームページ上において交付する。

URL：https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/00_bid_news_list.html 
※紙配付は行っておりません。

３．仕様書案の説明会

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、説明会は行わず、それに代えて、メールで質問を受け付け

ます。詳細は４．（４）をご確認ください。

４．意見の提出方法

（１） 提出期限

令和２年１０月９日（金）１２時００分（郵送の場合は必着のこと。）

（２） 提出先

４．（４）に同じ。

（３）提出書類等

様式１及び様式２（別添資料を含む。）を、電子ファイルにて提出すること。

なお、別添資料がある場合には、インデックスを添付し、わかりやすくまとめること。

ファイル形式 様式１・・・Microsoft Word 形式

様式２・・・Microsoft Excel 形式 
別添資料・・PDF 形式 

これにより難い場合は、紙媒体により郵送すること。（正１部、副５部を提出のこと。）

（４）質問等の問い合わせ先

意見提出に際して質問等がある場合には、令和２年１０月２日（金）１２時００分までに、

電子メール FAX も可）で提出すること。 
〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１

経済産業省大臣官房会計課 契約担当 中島 義治

電話番号 ０３－３５０１－１６１６（ダイヤルイン）

ＦＡＸ ０３－３５８０－２４９３

電子メール keiyakuchohi@meti.go.jp 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/00_bid_news_list.html
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