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第一章 招标公告
第一章 入札募集公告
招标公告见
入札募集公告について、下記のウェブサイトで掲載されている入札募集公告内容を参照してくだ
さい。
日本电气新闻网 https://www.denkishimbun.com/，
日本電気新聞ウェブサイト https://www.denkishimbun.com/及び
上海电力日本株式会社官网 https://www.shanghaipower.co.jp/
上海電力日本株式会社の公式サイト https://www.shanghaipower.co.jp/
发布的招标公告内容，本招标公告为招标文件不可分割的组成部分。
本入札募集公告は、入札募集文書の切り離せない構成部分である。
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第二章 投标人须知
第二章 応札者へ（注意事項）
投标人须知前附表
応札者へ（注意事項）の前添付表
条款号
条項番号

条款名称
条項名称

编列内容
作成内容
招标人：株式会社 SJ ソーラーつくば
入札募集人：株式会社 SJ ソーラーつくば（SJ 社）
联系人： 塚本健
連絡先： 塚本健
TEL：03-6757-6541
FAX：03-6757-6533

1.1.2

招标人
入札募集人

MAIL：tsukamotok@shanghaipower.co.jp
联系人： 汪佳
連絡先： 汪佳
TEL：03-6757-6532
FAX：03-6757-6533
MAIL：wangj@shanghaipower.co.jp
工作地点：东京都千代田区丸之内 2 丁目 4 番 1 号 丸之内大厦 32 楼
勤務場所：東京都千代田区丸の内 2 丁目 4 番 1 号 丸の内ビル 32 階

1.1.3

招标代理机构
入札募集代理
機構

1.1.4

项目名称
項目名

茨城筑波光伏发电项目再次续建工程
茨城筑波太陽光発電プロジェクト 2 次継続建設工事

1.1.5

建设规模
建設規模

1.3727MW

1.1.6

建设地点
建設場所

茨城県つくば市水守リキ塚 1735
茨城県つくば市水守リキ塚 1735

招标代理机构：无
入札募集代理機構：無

本次招标范围：本项目勘察设计、材料采购、土建工程施工、设备安装及调
试、移交生产、通过验收，具体包括但不限于：
入札募集範囲：本プロジェクトの実地調査・設計、材料購入、土木工事施
工、設備取付・デバッキング、生産への引き渡し、受入検査の合格。具体
的に、下記を含むが、これらに限らない。
1.3.1

招标范围
入札募集範囲

1）

工程勘察设计，包括场址勘察、测量光伏方阵布置、支架、电缆敷设
等。
工事の実地調査・設計（現場の実地調査、測定太陽光発電の正方行
列配置及びブラケットとケーブルの敷設等を含む）
。

2）

部分光伏组件、支架、电线管、电力及控制电缆、光缆及所有施工涉
及到的相关材料的采购。
一部の太陽電池モジュール、架台、電線管、電力及び制御用ケーブ
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条款号
条項番号

条款名称
条項名称

编列内容
作成内容
ル、光ケーブル及び施工に関わるすべての関連材料の購入。

1.3.2

计划工期
計画工期

3）

支架、光伏组件、电线管、电线电缆安装
架台、太陽電池モジュール、電線管と電線ケーブルの取付。

4）

与现有站内电气系统连接（中间变电站）
，系统调试；
既存の発電所内の電気システムとの接続（中間変電所）、システム
デバッキング；

5）

平整土地、电缆沟挖掘、回填土，部分围栏拆除及恢复等。
土地の地ならし、ケーブル溝の発掘、埋め戻し及び一部分の垣の取
り外し及び復旧等。

6）

工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求；
（即
便在招标范围内没有载明，但实际是确保项目发电运行、确保通过验
收所必须的，满足当地政府及相关部门要求的，则需纳入该工程范围。
投标人作为一个有经验的建设方应充分考虑到此类相关风险并已将
之计入风险费用中，工程合同总价不做变动。)
工程設計、施工及び設備のモデル選定は、地元の環境保護、消防と
給電等の要求を満足すること；（たとえ入札募集範囲内に記載され
ていなくても、プロジェクトの発電運行を確保し、且つ受入検査の
合格を確保する為に必要なものであり、且つ、地元の政府及び関連
部門の要求を満足する場合、当該プロジェクトの範囲に盛り込むこ
と。応札者は、経験を持つ建設側として、この種類の関連リスクを
十分に考え、且つ、これらをリスク費用に計上し、プロジェクトの
総価格を変えない。）

计划 2020 年 6 月 1 日开工，建成一部分并网一部分，2020 年 8 月 31 日全
部并网发电。
計画 2020 年 6 月 1 日に着工し、一部分を作り上げ、一部のグリッドを接
続し、2020 年 8 月 31 日全部グリッドを接続して発電するよう計画する。
1. 具有独立法人资格;
独立的な法人資格を持つこと;
2. 应具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其
他物资设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；
契約履行能力を持ち、専門、技術資格及び能力、資金、設備及びその
他の物資施設状況、管理能力、経験、信用及び相応な従業員を含むこ
と；

1.4.1

投标人资质条
件、能力和信
誉
応札者の資質
条件、能力及
び信用

3. 应具有完善的质量保证体系；
完備化された品質保証システムを具備すること；
4. 近 3 年内不存在重大安全事故，且近 3 年内不存在两次较大安全事故，
且近 1 年内不存在较大安全事故，且近 1 年内在国家电投集团公司所属
项目不存在人身死亡事故。
ここ 3 年内において、重大な安全事故がなく、且つ、ここ三年内にお
いて、二回の比較に大きな安全事故がなく、且つ、ここ 1 年内におい
て、比較に大きな安全事故がなく、且つ、ここ 1 年内において、国家
電力投資集団の所属プロジェクトに人身死亡事故がないこと。
5. 具有良好的银行资信,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产
状态，满足项目融资要求。
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条款号
条項番号

条款名称
条項名称

编列内容
作成内容
良好な銀行信用を有し、休業するよう命じられるか、又は財産が接収
管理され、又は凍結されるか、又は破産する状態がなく、プロジェク
トの融資要求を満足すること。
6. 财务要求：经营状况良好，资产负债率小于 80%。
財務要件：経営状況が良好で、資産負債率が 80%を下回ること。
7. 资质要求：具有从事电力工程的相关资质（被允许在当地施工的电气工
事业许可等等）
；
資質要求：電力プロジェクトに従事する関連資質を持つこと（地元の
施工が許可される電気工事業許可等）；
8. 业绩要求：具有在日本国境内光伏电站总承包业绩，累计投产容量不少
于 30MW，且其中至少有一个项目容量不少于 2MW。
業績要件：日本国内太陽光発電所における一括請負業績を持ち、累計
生産投入容量が 30MW であり、且つ、その中で、少なくとも一つのプ
ロジェクトの容量が 2MW 以上であること。
9. 项目经理的资格要求：具备担任过光伏发电项目工程总承包项目经理的
经验。
プロジェクトマネージャーの資格要求：太陽光発電プロジェクの一括
請負工事のマネージャーを担当する経験を持つこと。

1.4.2

是否接受
联合体投标
共同事業体に
よる応札
を受け入れる
か？

□

不接受
受け入れない。



接受，应满足下列要求：
引き受けるが、次の要件を満足すること。

1）

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体协议
中要载明联合体代表的牵头方，并声明联合体各方的权力和义务、相
关工作范围，本项目招标人只面向牵头方沟通一切相关事务。
共同事業体の各当事者は、入札募集文書で提供されたフォーマット
で、共同事業体契約書を締結し、共同事業体契約書に、共同事業体
が代表するリーダーシップをとる当事者を明記し、且つ、共同事業
体の各当事者の権力・義務と関連仕事範囲を姓名すること。本プロ
ジェクトの入札募集人は、リーダーシップをとる当事者だけに向け
て一切の関連事務についてコミュニケーションを行なうこと。

2）

联合体各方均应满足本章 1.4.1 条第 1 至第 6 款的要求，且联合体各
方资质能够满足本章 1.4.1 条第 7 款的要求,且联合体成员内至少有
一家满足本章 1.4.1 条第 8 款的要求；项目经理应由联合体牵头方派
出；且应满足本章 1.4.1 条第 9 款的要求。
共同事業体各当事者は、本章 1.4.1 条第 1～6 条項の要件を満足し、
且つ、共同事業体各当事者の資質が本章 1.4.1 条第 7 条項の要求を
満足し、且つ、共同事業体の成員の中で、少なくとも一社が本章
1.4.1 条第 8 条項の要求を満足すること；共同事業体のマネージャ
ーが、連合体のリーダーシップをとる当事者によって派遣されるこ
と；且つ、本章 1.4.1 条第 9 条項の要件を満足すること。

3）

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目
中投标；联合体成员下属的任何控股公司均不得参与本次投标。
共同事業体の各当事者は、自社の名義で単独に実施したり、又はそ
の他の共同事業体による本入札募集プロジェクトにおける入札に
4
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条款号
条項番号

条款名称
条項名称

编列内容
作成内容
参加したりしてはいけない；共同事業体成員傘下の如何なる持ち株
会社は、今回の入札に参加してはいけない。

1.5

1.9.1

费用承担和设
计成果补偿
費用の負担及
び設計成果の
補償
踏勘
実地調査



不补偿
補償しない。

□

补偿，补偿标准：
補償する；補償基準：

由业主组织安排。
事業主によって手配される。


不召开
開催しない

□

召开，召开时间：
開催する；開催時間：

1.10.1

投标预备会
応札予備会議

2.2.1

投标人要求澄
清招标文件的
截止时间
応札者は、入
札募集文書の
締切時間を解
明するように
要求する。

将需澄清问题电子版（可编辑）发到 wangj@shanghaipower.co.jp,截止时间，
另行通知。
補足説明資料が必要の場合は、電子版（編集可能）を
wangj@shanghaipower.co.jp 宛送ってください。締切時間につきまして、
別途お知らせします。

3.3.1

投标有效期
入札有効期間

自规定的投标截止日期后 90 天
規定された入札締め切り日後 90 日

3.4.1

投标保证金
応札保証金

3.7.3

签字或盖章要
求
署名又は捺印
の要求

投标保证金：无
応札保証金：無
按照本招标文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相
关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
本入札募集文書の関連要求及び規定に基づいて、表紙、表、証明書類、そ
の他の材料等の関連位置に、機構の公印、法定代表者又はその委託代理人
の署名又は捺印をつけること。
投标文件正本一份，副本 2 份，电子文件（U 盘）
。按“包封 A”和“包封 B”
、
“包封 C” 、“包封 D”分别装订。
入札文書正本一部、副本 2 部と電子文書（U ディスク）。「封入 A」、「封入
B」
、
「封入 C」及び「封入 D」に基いてそれぞれ装丁を行なうこと。

3.7.5

投标文件份数
及装订要求
入札募集文書
の部数
及び装丁要求

（1） 包封 A，指技术差异表及不包括包封 B、C、D 的技术文件材料，应在
投标文件上正确标明“包封 A，不含报价资料”；
封入 A は、技術差異表及び封入 B、C、D を含まない技術ファイル書
類を指し、応札書類に、「封入 A、見積資料を含まない」と正しく
明記すること；
（2） 包封 B，指法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议、资格审
查资料、商务差异表、对《合同协议书》及《合同条件》中有关条款
的确认（签字盖章）
、按本章 1.4 款和 3.1.1 款规定应提供的其他资
料等，应在投标文件上正确标明“包封 B”字样；
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条款号
条項番号

条款名称
条項名称

编列内容
作成内容
封入 B は、法定代表者の身分証明又は授権委託書、共同事業体契約
書、資格審査資料、商務差異表、《契約協議書》及び《契約条件》
における関連条項に対する確認（署名と捺印）と本章 1.4 条項及び
3.1.1 条項の規定に基いて提供すべきなその他の資料等を指す；応
札書類に、「封入 B」の字句と正しく明記すること；
（3） 包封 C，报价文件（格式见第六章）等投标函及投标函附录、价格清
单等资料，应在投标文件上正确标明“包封 C，报价文件”字样。
封入 C は、見積書類（書式について、第六章を参照してください）
等の入札書及び入札書の添付資料と価格リスト等の資料を指す；応
札書類に、「封入 C、見積文書」の字句と正しく明記すること。
（4） 包封 D，空白报价文件，除具体价格信息外，其格式与包封 C 保持完
全一致，应在投标文件上正确标明“包封 D，空白报价文件”字样。
封入 D は、ブランクの見積文書であり、具体的な価格調整情報を除
いて、その書式が、封入 C と完全に一致している；応札書類に、
「封
入 D、ブランクの見積文書」の字句と正しく明記すること。
（1） 投标人应将包封 A、B、C、D 分别密封，正本副本密封在一个包内。
応札者は、封入 A、B、C、D をそれぞれ密封し、正本と副本を、一
つのパッケージ内に密封すること。

4.1

4.1.2

4.2.1

投标文件的密
封和标记
入札募集文書
の密封と標識

封套上应载明
的信息
封筒の表に記
載すべきな情
報
投标截止时间
応札締切時間

（2） 投标保证金及投标人基本情况表（单独复制一份）建议单独密封,开
标时递交。
応札保証金及び応札者の基本情報表（単独に一部複製する）を単独
に密封し、開札の時に提出するよう薦める。
3）

电子版文件，包封 A、B、D 一起密封，并注明“包封 A、B、D 电子版
文件”；包封 C 单独密封，并注明“包封 C 电子版文件”，开标时递交。
電子版文書、封入 A、B、D を合わせて密封し、且つ、「封入 A、B、
D 電子版文書」と明記するする；封入 C を単独に密封し、且つ、
「封
入 C 電子版文書」と明記すし、開札時に提出すること。

招标人的地址：东京都千代田区丸之内 2 丁目 4 番 1 号丸之内大厦 32 楼
入札募集者の住所：東京都千代田区丸の内 2 丁目 4 番 1 号 丸ビル 32 階
招标人名称：株式会社 SJ ソーラーつくば
入札募集人の名称：株式会社 SJ ソーラーつくば（SJ 社）
（项目名称）投标文件（包封 A 或 B 或 C 或 D 或电子版）
（プロジェクト名称）応札書類（封入 A 又は B 又は C 又は D 又は電子版）
2020 年 5 月 22 日 12 时 00 分（东京时间）若有变动，另行通知
2020 年 5 月 22 日 12 時 00 分（東京時間）変更がある場合、別途通知
地址：东京都千代田区丸之内 2 丁目 4 番 1 号丸之内大厦 32 楼
住所：東京都千代田区丸の内 2 丁目 4 番 1 号 丸ビル 32 階

4.2.2

递交投标文件
地点
応札募集文書
の提出場所

联系人： 汪佳
連絡先： 汪佳
TEL：03-6757-6532
FAX：03-6757-6533
若有变动，另行通知
変更がある場合、別途通知
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条款号
条項番号

5.1

条款名称
条項名称
开标时间和地
点
開札時間及び
場所

编列内容
作成内容
2020 年 5 月 28 日 11 时 00 分（东京时间）
2020 年 5 月 28 日 11 時 00 分（東京時間）
东京都千代田区丸之内 2 丁目 4 番 1 号丸之内大厦 32 楼
東京都千代田区丸の内 2 丁目 4 番 1 号 丸ビル 32 階
若有变动，另行通知
変更がある場合、別途通知

9

需要补充的其他内容
補充する必要があるその他の内容
相关费用
関連費用

投标人自行承担相关提交文件准备与递交及参加相关活动所涉及一切费用。
応札者は、関連提出書類準備、提出及び参加関連活動に関わる一切の費用
を自分で負担すること。
投标人必须提供以下资料：
応札者は、下記の資料を提供しなければならない。
（1） 按招标人提供的初步设计技术文件，提出优化方案或修改建议书；
入札募集者によって提供された初歩的な設計技術文書によって、最
適化計画又は修正提案書を提出すること；
（2） 提供工期表、施工方案；
提供工期表と施工方計画を提供すること；
（3） 删除
削除
本工程，招标人提供以下设备、材料：
本プロジェクト、入札募集者が下記の設備と材料を提供する：

其他要求
その他の要求

欧贝黎组件 EP156M/60-265W
Eoplly Solar EP156M/60-265W

3，780

块
本

苏美达组件 PS265M-20U
Phono Solar PS265M-20/U

1，104

块
本

架台
架台

0

套
セット

桩
杭

0

根
本

汇流箱 12 支路
接続箱 12 支路

17

台
台

投标人须利用招标人库存设备、材料，在设计、安装时应该考虑到优化利用
场地、与原系统兼容，同时降低本工程的造价，剩余物资退回给招标人。
応札者は、入札募集者の在庫設備と材料を利用して、設計と取付の時に、
場所の最適化利用及び元のシステムとの両立性に配慮すると同時に、本プ
ロジェクトの工事費を削減し、残存物資を入札募集者に返却すること。
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1.总则
1.総則
1.1

项目概况
プロジェクト概況

1.1.1 根据经产省 ID 文件，茨城筑波光伏项目直流侧批复容量为 35.4729MW，目前安装完成组件安
装容量为 33.7398MW。本期建设容量为 1.3727MW，已具备招标条件，现对该期项目设计施工进行总
承包招标。
1.1.1 経済産業省 ID 文書に基づき、茨城筑波太陽光発電プロジェクトの直流側承認済み容量が
35.4729MW であり、現在取り付けて完成したモジュールの取付容量が 33.7398MW である。本期の
建設容量が 1.3727MW であり、すでに入札募集条件を具備しているので、現在当期プロジェクト設
計施工に対して、一括請負入札募集を行う。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.2 入札募集者：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.3 入札募集代理機構：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.4 入札募集プロジェクト名：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.1.5 项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.1.5 プロジェクト建設規模：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.1.6 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 プロジェクト建設場所：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。

1.2

删除
削除

1.3

招标范围、计划工期和质量标准
入札募集範囲、計画工期及び品質標準

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.1 入札募集範囲：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.2 計画工期：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.3.3 质量标准：本工程设备、材料、系统功能设计、施工、启动、试验和性能考核等，完成的工
程质量应遵守和满足日本国相关的行业规范、质量技术标准以及建筑、施工和环保规定，当地电网
公司并网要求，并通过日本经产省和采购人的验收。本工程遵循的工程质量和施工规范、法规包括
但不限于以下标准：
1.3.3 品質標準：本プロジェクトにおける設備、材料、システム機能設計、施工、起動、試験及
び性能考査等について、完成する工程品質は、日本国における関連業界仕様、品質技術標準及び
建築、施工及び環境保護の規定及び地元のグリッド接続要求を遵守・満足し、且つ、日本経済産
業省及び購入者の受入検査に合格すること。本プロジェクトが遵守するプロジェクト品質及び施
工規範と法規は、下記を含むが、これらに限らない。
8

茨城筑波光伏发电项目再次续建工程总承包公开招标
茨城筑波太陽光発電プロジェクト 2 次継続建設工事総請負一般競争入札

1）
《日本电气设备技术标准及解释》
1）
《日本電気設備技術標準及び解釈》
2）
《日本工业行业标准》
（JIS）
2）
《日本工業業界標準》
（JIS）
3）
《日本电气规格调查会标准规格》
（JEC）
3）
《日本電気規格調査会標準規格》（JEC）
4）
《日本电机工业会规格》
（JEM）
4）
《日本電機工業会規格》
（JEM）
5）
《日本电气协会电气技术规程》（JEAC）
5）
《日本電気協会電気技術規程》（JEAC）
6）
《日本电线工业规格》
（JCS）
6）
《日本電線工業規格》
（JCS）
7）
《日本电池工业会规格》
（SBA）
7）
《日本電池工業会規格》
（SBA）
8）
《日本建筑工事标准式样书》
（日本建筑学会）
8）
《日本建築工事標準仕様書》
（日本建築学会）
9）
《日本建筑基础设计构造设计指针》（日本建筑学会）
9）
《日本建築基礎構造設計指針》（日本建築学会）
10）日本 FIT 法
10）日本 FIT 法
11）日本劳动基本法
11）日本労働基本法
12）日本劳动安全卫生法
12）日本労働安全衛生法
13）日本电气事业法
13）日本電気事業法
14）日本消防法
14）日本消防法
15）日本建筑业基本法
15）日本建築業基本法
16）其他相关条例（自然环境保护、绿化等条例）
16）その他の関連条例（自然環境保護と緑化等の条例）
17）其他相关法规（道路法、河川法、沙防法、土壤污染对策法等）
17）その他の関連法規（道路法、河川法、土砂災害防止法と土壌汚染対策法等）
18）其他日本相关法律、法规、条例。
18）その他の日本関連法律法規と条例。

1.4

投标人资格要求
応札者の資格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉，详见投标人须知前附表。
1.4.1 応札者は、本入札募集プロジェクトを引き受ける為の資質条件、能力及び信用を持つこと。
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詳細について、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.4.2 本次招标接受联合体投标，联合体资格和资质要求详见投标人须知前附表。
1.4.2 今回の入札募集は、共同事業体による入札を引き受ける。共同事業体に対する詳細的な資
格と資質要件について、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
1.4.3 応札者は、下記のいずれかの状況を有してはいけない。
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（1）独立的な法人資格を持っていない入札募集者の付属機構（企業）である場合；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（2）入札募集プロジェクトの前期業務に、コンサルティングサービスを提供する場合；
（3）为本招标项目的监理人；
（3）本入札募集プロジェクトの監査人である場合；
（4）为本招标项目的代建人；
（4）本入札募集プロジェクトの建設代理者である場合；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（5）本入札募集プロジェクトに入札募集代理サービスを提供する場合；
（6）被责令停业的；
（6）休業よう命じられる場合；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（7）入札資格が一時停止されたか、又キャンセルされた場合；
（8）财产被接管或冻结的；
（8）財産が接収管理されたか、又は凍結された場合；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（9）ここ三年内において、落札のだまし取り又は厳重な違約又は重大なプロジェクト品質問題を
有する場合；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）本入札募集プロジェクトの監査人又は代理建設者又は入札募集代理機構と同じ法定代表者
である場合；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）本入札募集プロジェクトの監査人又は代理建設者又は入札募集代理機構と、互いに持ち株
又は資本参加の関係を持つ場合；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
（12）本入札募集プロジェクトの監査人又は代理建設者又は入札募集代理機構と、互いに職に就
く又は勤める関係を持つ場合。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.4.4 責任者が同じ人であるか、又は持ち株と管理関係を持つ異なる機構は、本入札募集プロジ
ェクトの入札に同時に参加してはいけない。
10

茨城筑波光伏发电项目再次续建工程总承包公开招标
茨城筑波太陽光発電プロジェクト 2 次継続建設工事総請負一般競争入札

1.5

费用承担和设计成果补偿
費用の負担及び設計成果の補償

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.1 応札者は、入札活動の準備と参加で生じる費用を自分で負担すること。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。
1.5.2 入札募集人は、入札募集書類の規定に合う未落札者の設計成果に対して、補償を実施しな
い。

1.6

保密
機密保持

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相
应的法律责任。
入札募集及び入札活動に参加する各当事者は、入札募集書類及び応札書類の中の商業と技術
等の機密を保持すること；さもなければ、相応な法的責任を負うこと。

1.7

语言文字
言語文字

招标文件、投标文件及往来函件和文件所使用的语言文字均应为中日文对照（英文可以作为辅
助语言）
。如不同语言表述存在歧义，以日文为准。
入札募集書類、応札書類及び取引通信と書類使用する言語文字は、皆中日対照であること（英
語を補助言語とする）
。異なる言語による説明の間に、曖昧さが存在する場合、日本語に準ずるこ
と。
1.8

计量单位
計量単位
所有计量均采用日本国法定计量单位。
すべての計量は、日本国の法定計量単位を採用すること。

1.9

踏勘现场
現場の実地調査

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织
投标人踏勘项目现场。
1.9.1 応札者へ（注意事項）前の添付表に、現場の実地調査が規定されている場合、入札募集人
は、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている時間と場所によって、応札者に、現場の
実地調査を実施されること。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.2 応札者は、現場の実地調査で生じる費用を自分で負担すること。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.3 入札募集人の原因による場合を除いて、応札者は、自分で現場の実地調査で生じる人員死
傷と財産損失の責任を負うこと。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参
考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.9.4 入札募集人によって、現場の実地調査で説明されたプロジェクト場所及び関連周辺環境状
況は、応札者による応札書類作成時に参考とするだけである。入札募集人は、応札者が前記説明
に基いて実施する判断及び意志決定に対して責任を負わない。

2.招标文件
2.入札募集書類
2.1 招标文件的组成
2.1 入札募集書類の構成
第一章、招标公告（或投标邀请书）
；
第一章、入札募集公告（又は入札招待状）；
第二章、投标人须知；
第二章、応札者へ（注意事項）
；
第三章、评标办法；
第三章、入札評価方法；
第四章、合同条款及格式；
第四章、契約条項及び書式；
第五章、招标人要求；
第五章、入札募集人への要求；
第六章、投标文件格式；
第六章、応札書類の書式；

以及为协助各投标人编制采购响应文件，招标人提供以下电子版资料及报价边界条件（U 盘形式提
供）
：
各応札者による購入応答書類の作成に協力する為に、入札募集人は、下記の電子版資料及び見積
境界条件（USB メモリで提供する）を提供すること。
（1）茨城筑波项目容量经产省批复文件
（1）茨城筑波プロジェクト容量に関する経産省からの承認回答文書
（2）筑波续建工程用地范围
（2）筑波プロジェクトにおける継続建設工事の用地範囲
（3）筑波续建工程土地清单及筑波项目土地清单
（3）筑波継続建設工事の土地リスト及び筑波プロジェクトの土地リスト
（4）果树园土地的政府核实文件
（4）果樹園土地に関する政府による確認文書
（5）筑波续建工程初步技术资料
（5）筑波継続建設工事に関する基本的な技術資料
（6）项目已完工工程竣工资料
（6）プロジェクトの竣工済み工事に関する資料
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
本章の第 1.10 条項、第 2.2 条項及び第 2.3 条項に基いて入札募集書類に対して行った解明と修正
は、入札募集書類の構成部分になった。
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2.2 招标文件的澄清
2.2 入札募集書類の解明
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提
出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传
真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，如为电子邮件则需附有签字盖章的 PDF 格式文件
和可编辑的 WORD 格式文件，下同）
，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.1 応札者は、入札募集書類の全部内容を細かく読んで審査すること。ページ抜け又は添付資
料不完全を発見する場合、適時に入札募集者に提出して、入札募集者による補足の為に便宜を図
ること。もし疑問があれば、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている時間の前に、書
面の形式（通信、電報、ファックスと電子メール等、記載内容を有形に表すことができる形式を
含む。電子メールである場合、署名と捺印付き PDF 書式文書と編集可能な WORD 書式文書を添付す
ること。以下同様）で、入札募集人に、入札募集文書の解明を要求すること。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。投
标人提出澄清问题的截止时间见投标人须知前附表。
2.2.2 入札募集書類の解明は、書面によって、入札募集書類を購入した全体応札者に送られるが、
問題の源を解明しない。応札者による問題解明提出の締切時間について、応札者へ（注意事項）
前の添付表を参照してください。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已
收到该澄清。
2.2.3 応札者は、解明を受け取った後、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている時間
内において、書面によって入札募集人に通知し、当該解明を受け取ったのを確認すること。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的
时间后的任何澄清要求。
2.2.4 入札募集人は、確実に返答する必要があると考える場合を除いて、本章第 2.2.1 項目に規
定されている時間後応札者からの如何なる解明要求の返答を拒絶する権利を持つこと。
2.3 招标文件的修改
2.3 入札募集書類の修正
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
2.3.1 入札募集人は、書面によって入札募集書類を修正し、且つ、入札募集書類を購入した全体
応札者に通知しても良い。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认
已收到该修改。
2.3.2 応札者は、修正内容を受け取った後、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている
時間内において、書面によって入札募集人に通知し、当該修正を受け取ったのを確認すること。

2.4 关于招标文件的相关声明
2.4 入札募集文書に関する声明
2.4.1 各投标人应认真阅读并全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等
资料，各投标人由此而做出的推论、理解和结论招标人概不负责。投标人因投标文件（含报价）不
满足招标文件要求而被拒绝的，责任由投标人自行承担。
2.4.1 各応札者は、入札募集書類におけるすべての注意事項、条件、書式、条項、規範及び図面
等の資料を真面目に読み、且つ全面に理解すること。入札募集人は、各応札者により、これによ
って得られた推論、理解及び結論について、一概に責任を負わない。応札書類（見積を含む）が
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入札募集文書の要件を満足していない為、応札者が拒絶された場合、応札者は、関連責任を自分
で負うこと。
2.4.2 凡获得招标文件者，无论是否参与后续相关事宜，均应对招标文件保密，不得向第三者泄漏。
2.4.2 入札募集書類を取得した者は、後続の関連事項に参加するかどうかにも関わらず、入札募
集書類に対して機密を保持し、第三者に機密を漏洩してはいけない。

3.投标文件
3.応札書類
3.1 投标文件的组成
3.1 応札書類の組成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1 入札文書は、下記の内容を含む。
（1）投标函及投标函附录；
（1）入札書及び入札書の添付資料；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（2）法定代表者の身分証明又は法定代表者の身分証明付き授権委託書；
（3）联合体协议书；
（3）共同事業体の協議書；
（4）价格清单；
（4）価格リスト；
（5）承包人建议书，包括设计文件；
（5）請負業者の提案書、設計文書を含む；
（6）承包人实施计划；
（6）請負業者の実施計画；
（7）资格审查资料；
（7）資格審査資料；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
（8）応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されているその他の資料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括
本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.2 応札者へ（注意事項）前の添付表に、共同事業体による入札を拒否すると規定されている
場合、又は応札者が共同事業体を構成していない場合、応札書類は、本章第 3.1.1（3）条項に記
載されている共同事業体協議書を含まない。

3.2 投标报价
3.2 入札見積
3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.1 応札者は、第六章「応札書類の書式」の要求によって価格リストを記入すること。
3.2.2 报价由各投标人依据招标文件提供的相关资料，根据项目实际情况，凭借自身的经验，结合
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自身技术和管理水平、经营状况、机械配置以及制定的施工方案、施工组织设计和采购文件相关要
求，自主确定报价。
3.2.2 見積は、各応札者が入札募集書類に提供された関連資料に基づき、プロジェクトの実際状
況に従い、自身の経験に凭れ、且つ、自身の技術と管理レベル、経営状況、機械設定及び制定さ
れた施工計画、施工組織設計及び購入文書の関連要求と結びついて見積を自主的に確定すること。
3.2.3 各投标人应充分预见到各种风险，其报价应为工程采购范围内全部内容的体现，应包含但不
限于为本工程的工程设计、设备和材料采购、施工准备、装卸、保管、土建、安装、调试、试运、
竣工而发生的各项应有费用、保险，其中包括施工机械、劳务、材料（包括材差）
、管理、利润、政
策性调整及合同包含的所有风险、责任、调遣费、停窝工损失费、交叉作业费、冬季、雨季及夜间
施工增加费、环境污染、试验费、清洗剂、废物拆除、地上地下障碍物或文物（如有）的处理及现
场清理、施工措施增加费、材料和设备的二次搬运费（含甲供）
、材料代用、施工临设等、建安工程
一切险，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用均应包括在总价中。
3.2.3 各応札者は、各種のリスクを十分に予見すること。その上、その見積が工事の購入範囲内
における全部内容を表し、本工事の工事設計、設備と材料の購入、施工準備、積み下ろし、保管、
土木、取付、デバッキング、試運転と竣工により生じる各項目のあるべき費用と保険を含むが、
これらに含まず、その中で、施工機械、役務、材料（材料差を含む）
、管理、利益、政策性調整及
び契約書に含まれているすべてのリスク、責任、派遣費、作業停止と遊休損失費、交差作業費、
冬季、雨季及び夜間施工増加費、環境汚染、試験費、洗浄剤、廃棄物取り壊し、地上地下障害物
又は文物（もしあれば）の処理及び現場整理と施工措置増加費、材料及び設備の二次運搬費（甲
によって供給される材料を含む）
、材料代用、施工臨時施設等、建築設置工事一切険、及び応札者
が施工プロセス中に生じる可能性のあるある各種の費用が皆総価格に含まれていること。
招标人不对取费标准、材料器具价格、措施费用等做任何限制和规定，各投标人根据具体情况
和自身经验进行确定，价格及取费标准一旦确定，即作为结算的依据。
入札募集人は、料金徴収標準、材料器具の価格と措置費用等に対して、如何なる制限及び規
定を実施せず、各応札者は、具体状況及び自身の経験によって確定すること。一旦価格及び料金
徴収標準を確定すると、決算の根拠とすること。
3.2.4 删除
3.2.4 削除
3.2.5 投标文件及投标报价中所有价格全部采用日元表示。
3.2.5 応札書類及び入札見積におけるすべての価格は、全部日本円で表示すること。

3.3 投标有效期
3.3 入札有効期間
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.1 応札者へ（注意事項）前の添付表に別途に規定する場合を除いて、入札有効期間は、90 日
とする。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.2 入札有効期間において、応札者は、応札書類を取り消したり、又は修正したりする場合、
入札募集書類及び法律に規定されている責任を負うこと。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。
3.3.3 特殊な状況に遭って入札有効期間を延長する必要がある場合、入札募集人は、書面によっ
て全体応札者に入札有効期間の延長を通知すること。
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3.4 删除
3.4 削除

3.5 对资格审查资料的要求
3.5 資格審査資料に関する要求
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料
的复印件。
3.5.1 「応札者基本情報表」に、応札者の営業許可証及びその年間検査合格関連証明書類と資質
証書副本等の書類のコピーを添付すること。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、
现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份为 2016 年至 201９年。
3.5.2 「近年財務状況表」に、会計師事務所又は会計監査機構によって監査された財務諸表（貸
借対照表、キャッシュフロー計算書、損益計算書及び財務状況説明書等のコピーを含む）を添付
すること。具体的な年度要求は「2016 年～2019 年」となる。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程
接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知
书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；
“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知
书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知
前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3 「近年完成された類似設計施工総請負プロジェクト状況表」に落札通知書及び（又は）契
約協議書及び工事受入証書（工事竣工受入検査証書）コピーを添付すること；又は 「近年完成さ
れた類似工事設計項目状況表」に落札通知書及び（又は）契約協議書及び発注者によって発行さ
れた証明文書を添付すること；
「近年完成された類似施工プロジェクト状況表」に落札通知書及び
（又は）契約協議書及び工事受入証書（工事竣工受入検査証書）コピーを添付すること。具体的
な年度要求は、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。各表格毎に、一つの項目
だけを記入し、且つ、順番を明記すること。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格
只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 「実施している及び新しく引き受けるプロジェクト状況表」に、落札通知書及び（又は）
契約協議書コピーを添付すること。各表格毎に、一つの項目だけを記入し、且つ、順番を明記す
ること。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁
决等有关法律文书复印件，具体时间要求为 2017 年 5 月至 2020 年 4 月。
3.5.5「近年発生した重大な訴訟と仲裁の状況」は、関連状況を説明し、且つ、裁判所又は仲裁機
構による判決と裁决等の関連法律文書コピーを添付すること。具体的な年度要求は「2017 年 5 月
～2020 年 4 月」となる。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料
应包括联合体各方相关情况。
3.5.6 応札者へ（注意事項）前の添付表に、共同事業体による入札を受け入れると規定されてい
る場合、本章第 3.5.1 項目～第 3.5.5 項目に規定されている表及び資料は、共同事業体の各当事
者の関連状況を含むこと。
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3.6 备选投标方案
3.6 候補応札案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，
只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按
照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
応札者へ（注意事項）前の添付表に別途に規定する場合を除いて、応札者は、候補応札案を提出
してはいけない。応札者による候補応札案の提出を許可する場合、落札者によって提出される候
補応札案だけを考えることができる。入札評価委員会は、落札者の候補応札者案が、当方によっ
て入札募集書類要求に基づいて作成された応札者案より優れたと考える場合、入札募集人は、当
該候補応札案を受け入れることができる。

3.7 投标文件的编制
3.7 応札書類の作成
3.7.1 投标文件应由技术（包封 A）
、商务（包封 B）
、报价（包封 C）和空白报价表（包封 D）四部
分组成，具体封装要求见投标人须知前附表，具体格式见招标文件第六章 “投标文件格式”，如有
必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的
基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。各投标人所作的一切有效补充、修改文
件，均被视为投标文件不可分割的部分。
3.7.1 応札書類は、技術（封入 A）
、商務（封入 B）
、見積書（封入 C）及び空見積書（封入 D）と
いう 4 つの部分から構成される。具体的な封入要求は、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照
してください。具体的な書式は、入札募集書類第六章「入札募集書類の書式」を参照してくださ
い。必要がある場合、入札文書の組成部分として、添付ページを追加しても良い。その中で、応
札通信添付資料は、入札募集書類の実質的な要求を満足する基礎の上に、入札募集書類の要求よ
り、入札募集人にとって一層有利的な承諾を提出しても良い。各応札者によって作成された一切
の有効的な補足と修正ファイルは、皆応札書類の切り離せない部分と見なすこと。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质
性内容作出响应。
3.7.2 応札書類は、入札募集書類関連入札募集範囲、入札有効期間、工期、品質基準と発注者要
求等の実質的な内容に対して応答すること。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或
盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标
人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3 応札書類は、色あせない材料で書いたり、又は印刷したりし、且つ、応札者の法定代表者
又はその授権代理人によって、署名するか、又は機構の公印を押印すること。応札者の法定代表
者は、代理人に授権して署名する場合、応札書類に、法定代表者によって署名される授権委託書
を添付すること。応札書類は、書き直し、行間文字挿入又は削除をできるだけ避けること。前記
状況が発生する場合、変動箇所に機構の公印を押印するか、又は応札者の法定代表者又はその授
権代理人によって署名して確認すること。具体的な署名と押印の要求は、応札者へ（注意事項）
前の添付表を参照してください。
3.7.4 投标文件正、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或
“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.4 応札書類の正本と副本の部数は、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
正本及び副本の表紙に、
「正本」又は「副本」の字句をはっきりと標記すること。副本と正本が一
致しない場合、正本に準じること。
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3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.5 応札書類の正本と副本を、それぞれ冊に装丁すること。具体的な装丁要求は、応札者へ（注
意事項）前の添付表を参照してください。

4.投标
4.応札
4.1 投标文件的密封和标记
4.1 応札書類の密封及び標記
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.1 応札書類を包装して、シールを貼り付け、且つ、封筒のシール箇所に、応札者の機構公印
を押印すること。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.2 応札書類の封筒に明記すべきな内容は、応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してくだ
さい。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项及投标人须知前附表要求密封和加写标记的投标文件，招
标人不予受理。
4.1.3 本章の第 4.1.1 条項又は第 4.1.2 条項及び応札者へ（注意事項）前の添付表の要求に基づ
いて密封して標記を追加していない応札書類に対して、入札募集人は、受理しない。

4.2 投标文件的递交
4.2 応札書類の提出
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.1 応札者は、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている入札締切時間の前に、応札
書類を提出すること。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.2 応札者が応札書類を提出する場所：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3 応札者へ（注意事項）前の添付表に別途に規定する場合を除いて、応札者によって提出さ
れた応札書類を返却しない。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.4 入札募集人は、応札書類を受け取った後、応札者に、署名証憑を発行すること。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.5 期限を超えて送達される応札書類又は指定場所に送達されていない応札書類に対して、入
札募集人は、受理しない。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3 応札書類の修正と撤回
4.3.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标
文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.1 応札者は、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている入札締切時間の前に、提出
した応札書類を修正したり、又は撤回したりしても良いが、書面によって入札募集人に通知する
こと。
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4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招
标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.2 応札者からの、提出した応札書類を修正したり、又は撤回したりする書面通知は、本章第
3.7.3 条項の要求に基いて署名又は捺印を行うこと。入札募集人は、書面通知を受け取った後、
応札者に、署名証憑を発行すること。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标
保证金。
4.3.3 応札者が応札書類を撤回する場合、入札募集人は、応札者からの書面的な撤回通知を受け
取ってから、5 日以内に、受け取った応札保証金を返却すること。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编
制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.3.4 修正内容は、入札募集書類の構成部分である。修正した応札書類は、本章第 3 条と第 4 条
の規定によって、作成、密封、標識及び提出を行い、且つ、「修正」の字句を明記すること。

5.开标
5.開札
5.1 开标时间和地点
5.1 開札時間と場所
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开
开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
入札募集人は、応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている入札締切時間（開札時間）及
び応札者へ（注意事項）前の添付表に規定されている場所で公開に開札し、且つ、応札者の全体
法定代表者又はその委託代理人を招待して参加させること。

5.2 开标程序
5.2 開札手順
5.2.1 开标方式
5.2.1 開札方式
本次招标采用两阶段招标方式，即：
今回の入札募集は、二段階入札募集方式を採用する。即ち、
第一阶段：投标人提交投标文件的技术部分（包封 A）、不含报价的商务部分（包封 B）、报价文件（包
封 C）
、空白报价文件（包封 D）和投标保证金、电子版，本阶段招标人仅公开开启除包封 C 及与包
封 C 对应的电子版以外的其它部分。
第一段階：応札者は、応札書類の技術部分（封入 A）、見積を含まない商務部分（封入 B）、見積書
類（封入 C）
、ブランク見積書類（封入 D）及び応札保証金と電子バージョンを提出すること。本
段階において、入札募集人は、封入 C 及び封入 C に対応する電子版以外のその他の部分を開封す
る。
第二阶段：待技术和商务澄清完成后，投标人根据双方确认的澄清内容重新修改投标报价，并在规
定的时间前提交，招标人在统一的价格开标时间、地点公开开启重新修改的投标报价，在此之前投
标人于第一阶段提交的含有价格信息的投标报价（包封 C 及与包封 C 对应的电子版）将保持密封完
好并在第二阶段价格开标时接受投标人检查。未在价格开标时间前递交重新修改的投标报价的投标
人将被视为放弃本次投标。价格开标时间、地点另行通知。
第二段階：技術及び商務解明を完成した後、応札者は、甲乙両当事者により確認された解明内容
によって、入札見積を改めて修正し、且つ、規定されている時間前に提出し、入札募集人は、統
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一的な価格開札時間と地点で修正された入札見積を公開に開札すること。この前に、応札者が第
一段階で提出した、価格情報を含有する入札見積（封入 C 及び与封入 C に対応すう電子版）は、
完璧に密封し、且つ、第二段階価格開札時に、応札者による検査を受けること。価格開札時間前
に、改めて修正した入札見積を提出していない応札者は、今回の入札放棄と見なされる。価格開
札時間と場所は、別途に通知すること。
5.2.2 开标程序
5.2.2 開札手順
主持人按下列程序进行开标：
主催者は、下記の手順で開札を行うこと。
（1）宣布开标纪律；
（1）開札紀律を宣布すること；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（2）入札締切時間前に応札書類を提出した応札者の名称を公布し、且つ、点呼して、応札者が人
員を派遣して現場に到着したかどうか確認する；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）宣言開札人、価格発表者、記録人と開札監視人等の関連人員氏名を宣布する；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（4）応札者へ（注意事項）前の添付表の規定に基づいて、応札書類の密封状況を確認する；
（5）宣布开标顺序；
（5）開札順番を発表する；
（6）设有标底的，将在第二阶段公布标底；
（6）入札基準価格が設置されている場合、第二段階で入札基準価格を公布する；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，第一阶段，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情
况、投标文件密封情况、投标文件正副本份数，并记录在案；第二阶段公布参加报价的投标人名称、
投标报价，并记录在案；
（7）宣布された開札順序によって公開に開札する。第一段階：応札者名称、プロジェクト名称、
応札保証金の納入状況、応札書類の密封状況、応札書類の正本と副本の部数を公布し、且つ、記
録に載せる；第二段階：見積に参加する応札者名称と入札見積を公布し、且つ、記録に載せる；
（8）规定最高投标限价计算方法的，将在第二阶段计算并公布最高投标限价；
（8）最高入札限定価格の計算方法が規定されている場合、第二段階において計算し、且つ、最高
入札限定価格を公布する；
（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）応札者代表、入札募集人代表、入札監査者と記録者等の関連人員は、開札記録で署名して確
認する；
（10）开标结束。
（10）開札終了。

5.3 开标异议
5.3 開札の異議
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
応札者は、開札に対して異議を唱える場合、開札現場で提出し、入札募集人は、その場で返答し、
且つ、記録を製作すること。
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6.评标
6.入札評価
6.1 评标委员会
6.1 入札評価委員会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉
相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
入札評価は、入札募集人により、法律によって編成された入札評価委員会が責任を負うこと。入
札評価委員会は、入札募集人又はその委託入札募集代理機構における関連業務を熟知する代表者
及び及び関連技術と経済等の面の専門家によって構成される。

6.2 评标原则
6.2 入札評価原則
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
入札評価活動は、公平、公正、科学及び優れたもの選択原則を遵守すること。

6.3 评标
6.3 入札評価
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
入札評価委員会は、第三章「入札評価方法」に規定されている方法、審議要素、標準及び手順に
よって、応札書類を審査する。

7.合同授予
7.契約授与
7.1 定标方式
7.1 落札者決定方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
入札募集人は、入札評価委員会によって推奨される落札候補者によって落札者を確認する。
合同谈判过程中如果双方未达成一致，不满足采购文件的要求时，采购人有权终止与中选供应商签
约。
契約交渉プロセス中に、甲乙両当事者が合意していなく、購入文書の要求を満足していない場合、
購入者は、落札したサプライヤーとの契約締結を終止する権利を持つこと。

7.2 中标通知
7.2 落札通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结
果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
本章第 3.3 条項に規定されている入札有効期間内にある場合、入札募集人は、書面によって落札
者に落札通知書を発行し、且つ、これと同時に、落札結果を、未落札の応札者に通知する。落札
通知書は、本章の添付表書式で記入すること。
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7.3 删除
7.3 削除

7.4 签订合同
7.4 契約書の締結
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，根据招标文件和中标人的投标
文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退
还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.1 入札募集人及び落札者は、落札通知書の発行日から、10 営業日以内に、入札募集書類及び
落札者の応札書類に基いて書面契約書を締結すること。落札者は、正当な理由無しで契約の締結
を拒絶する場合、入札募集人は、その落札資格を取り消し、その応札保証金を返却しないこと；
入札募集人に齎した損失が応札保証金額を超える場合、落札者は、超過部分も賠償すること。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中
标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.2 落札通知書を発行した後、入札募集人は、正当な理由無しで契約の締結を拒絶する場合、
入札募集人は、落札者に、応札保証金を返却すること；落札者に損失を齎す場合、その損失を賠
償すること。

8.纪律和监督
8.紀律及び監督
8.1 对招标人的纪律要求
8.1 入札募集人に対する紀律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害投资方利益、社会
公共利益或者他人合法权益。
入札募集人は、入札募集と入札活動における機密を保持すべきな状況及び資料を漏洩してはいけ
ない。応札者と結託することによって、投資側の利益、社会公共利益又は他人の合法的な権益を
損害してはいけない。

8.2 对投标人的纪律要求
8.2 応札者に対する紀律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，
不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工
作。
応札者は、互いに結託して入札したり、入札募集人と結託して入札したりしてはいけない。入札
募集人又は入札評価委員会成員に、賄賂を使って落札を図ってはいけない。他人の名義で入札し
たり、又はその他の方式で虚偽を弄して、落札をだまし取ってはいけない；応札者は、如何なる
方式で入札評価業務を妨害したり、又は影響を与えたりしてはいけない。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
8.3 入札評価委員会の成員に対する紀律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中
标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地
履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”
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没有规定的评审因素和标准进行评标。
入札評価委員会成員は、他人の財物又はその他の賄賂を受け取ってはいけない。他人に、応札書
類に対する審議及び比較、落札候補者の推奨状況及び入札評価関連その他の状況を漏洩してはい
けない。入札評価活動において、入札評価委員会成員は、職責を、客観且つ公正的に履行し、職
業道徳を遵守すべきで、勝手に持ち場を離れて入札評価手順の正常な実行に影響を与えてはいけ
ない。第三章「入札評価方法」に規定されていない審議要素と標準を使用して入札評価をおこな
ってはいけない。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
8.4 入札評価活動に関わる要員に対する紀律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审
和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作
人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
入札評価活動に関わる要員は、他人の財物又はその他の賄賂を受け取ってはいけない。他人に、
応札書類に対する審議及び比較、落札候補者の推奨状況及び入札評価関連その他の状況を漏洩し
てはいけない。入札評価活動において、入札評価活動に関わる要員は、勝手に持ち場を離れて 、
入札評価手順の正常な実行に影響を与えてはいけない。

8.5 投诉
8.5 クレーム
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部
门投诉。
応札者及びその他の利害関係者は、今回入札募集活動が法律法規及び定款規定に違反すると考え
る場合、関連行政監督部門にクレームを持ち込む権利を持つこと。

9.需要补充的其他内容
9.補足必要があるその他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
補足必要があるその他の内容：応札者へ（注意事項）前の添付表を参照してください。
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第三章 评标办法
第三章 入札評価方法
1.评标方法
1.入札評価方法
本次评标采用综合评分法。
今回では、総合評点法を採用する。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的技术方案、商务资信和评标价按以下权重比例
进行加权计算综合得分，即按如下方法进行计算:
入札評価委員会は、入札募集書類の実質的な要求を満足する応札書類の技術案、商務信用及び入
札評価価格に対して、下記の重み付け比例によって、重み付けを行って、総合得点を計算する。
即ち、下記の方法で計算を行うこと。
设：
仮に、
评标因素
入札評価要素

符号
記号

权重
重み付け

技术方案评分
技術案評点

Kt

0.35

商务资信评分
商務信用評点

Kc

0.10

评标价格得分
入札評価価格得点

Kp

0.55

2.评标因素
2.入札評価要素
2.1 技术评标
2.1 技術的入札評価
技术方案评标主要对投标人参与本项目人员情况、总体设计、性能参数、项目管理（包括工程
总进度、设计、设备材料采购、施工、检验验收、调试、技术培训等）等方面进行评价；此外，招
标人根据各投标人所提交的设计文件中接线图，光伏组件铺设总平面图，组件支架之间的间距及组
件安装倾斜，以及首年最低发电量保证值等技术数据，复核各投标人所提交方案中的对应年发电量，
该复核年发电量也是技术方案评标的一项主要因素。
技術案による入札評価は、主に応札者の本プロジェクトへの参加人員状況、総体設計 、性能
パラメータとプロジェクト管理（プロジェクト総進捗度、設計、設備材料購入、施工、検査受入
検査、デバッキングと技術トレーニング等）等の面に対して評価を行うこと；この上、入札募集
人は、各応札者によって提出された設計書類の配線図、光電池モジュール舗装総レイアウト図、
組立部品ブラケットの間の間隔及び組立部品の取付傾斜度及び第一年最低発電量保証値等の技術
データによって、各応札者によって提出された計画書の中の相応な年間発電量を照合する。当該
照合年間発電量も、技術案入札評価における一つの項目の主要要素である。
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2.2 商务评标
2.2 商務入札評価
商务资信主要对投标人的企业资质、业绩、安全记录情况、质量记录情况、银行资信等级、财
务状况、用户综合评价等方面进行评价；
商務信用メインカスタマーは、主に応札者の企業資質、業績、安全記録状況、品質記録状況、
銀行信用等級、財務状況とユーザ総合の面に対して評価を行うこと；

2.3 评标价格
2.3 入札評価価格
评标价格评分主要以投标价格为基础，计算评标价格后，比照评标基准价进行评标价格折分计
算，并对投标人报价合理性、完整性进行评价。
入札評価価格の評点は、主に入札価格を基礎として、入札評価価格を計算した後、入札評価
基準価格と対照して入札評価価格の分解計算を行い、且つ、応札者の見積合理性と完全性に対し
て評価を行うことである。
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第四章 合同条款
第四章 契約条項

茨城筑波光伏发电项目续建工程
总承包合同书
茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続建設工事

総請負契約書

发包方：株式会社 SJ ソーラーつくば
承包方：
二〇二〇年月日
発注者：株式会社 SJ ソーラーつくば
受注者：
二〇二〇年月日
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茨城筑波光伏发电项目续建工程
总承包合同书
茨城筑波太陽光発電プロジェクト建設継続工事
総請負契約書
一、合同协议书
一、合意書

协议双方：
合意両当事者：
发包方：株式会社 SJ ソーラーつくば
発注者：株式会社 SJ ソーラーつくば
承包方：
受注者：
工程名称：茨城筑波光伏项目续建工程
工事名：茨城筑波太陽光プロジェクト建設継続工事
工程地点：茨城県つくば市水守リキ塚 1735
工事場所：茨城県つくば市水守リキ塚 1735
PV 侧容量：1.3727MW
PV 側容量：1.3727MW
根据日本有关法律法规及相关条例的规定，发包方就在茨城筑波光伏项目续建工程(以下简称本
项目)的总承包组织采购，鉴于发包方已经接受了承包方关于承担本发电设备（合同条款第 2 条第 1
款中定义。
）设计、采购、施工、调试等总承包的响应文件，经发包方和承包方充分协商一致，特签
订合同，以便双方遵照执行。
日本の関係法律法規及び関係法令の規定に基づき、発注者は茨城筑波太陽光発電プロジェクト
建設継続工事(以下「本プロジェクト」という)の総請負について仕入れを組織し、受注者が負担
する本発電設備(契約条項第 2 条第 1 項に定義される。)の設計、調達、施工、デバッグ等につい
ての総請負応答書類を受けることに鑑みて、両当事者がしっかりと執行するために両当事者が十
分に協議した上、この契約を締結する。

1.承包范围
1.請負範囲
承包范围：本项目勘察设计、材料采购、土建工程施工、设备安装及调试、移交生产、通过验收，
具体包括但不限于：
請負範囲は、本工事の実地調査設計、資材調達、土建工事施工、設備設置及び手直し、生産移管、
検収合格を含むが、これに限られない。
(1)工程勘察设计，包括场址勘察、测量光伏方阵布置、支架、电缆敷设等。
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(1)工事の実地調査設計は、敷地住所の実地調査、太陽光レイアウト、架台、ケーブル敷設の測量
等を含む。
(2)光伏组件、支架、电线管、电力及控制电缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购。
(2)太陽電池モジュール、架台、電線管、電力及びコントロールケーブル、光ケーブルの一部並び
にすべて施工に関わる資材の調達。
(3)支架、光伏组件、电线管、电线电缆安装
(3)架台、太陽電池モジュール、電線管、電線、ケーブルの据付。
(4)与现有站内电气系统连接（中间变电站），系统调试；
(4)変電所で既存の電気システムとの接続（中間変電所）、システムのデバッグ
(5)平整土地、电缆沟挖掘、回填土，部分围栏拆除及恢复等。
(5) 土地の平準化、ケーブルピットの掘り出し、土地の埋め戻し、一部分フェンスの撤去及び回
復等。

2.合同文件的构成和解释顺序
2.契約文書の構成と解釈順序
解释合同文件的优先顺序如下：
契約文書の解釈の優先順位は次のとおりである。
(1)合同协议书（本文书）
；
(1)契約合意書（本文書）
(2)合同条款及其他本合同的附件；
(2)契約条項及びその他本契約の添付
(3)中标通知书；
(3)落札通知書
(4)招标文件、标前澄清文件；
(4)入札募集書類、入札募集前の明確化書類
(5)投标文件（含承包方在评标期间递交和确认并经发包方同意的对有关问题的补充资料和澄
清文件等，如果有）
；
(5)応札書類（ある場合は、入札評価期間内に発注者の承認を取得した上、関係問題の補充
資料と明確化書類等を引渡しと確認する。）
(6)标准、规范和有关技术文件；
(6)基準、規範と関連な技術書類
(7)其他有关文件。
(7)そのほか関連な書類。
上述各项合同文件包括合同当事人就基于本合同另行合意的文件的补充和修改（含合同条款第
3 条规定的“书面等”）
，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。同一顺序且时间相同的文
件，按最有利于工程质量、安全及合同目的实现的原则进行解释。不能由优先顺序解决的，通过协
商解决。
契約当事者を含まれる上記各項の契約書類は、本契約の上、別途に合意した書類の補充と改
訂(契約条項第 3 条に規定された「書面等」を含む)ついて、同じカテゴリ内容の書類は、最新の
署名を基準とするべく。同じ順序とともに、時間も同じの書類は、最も工事品質、安全及び契約
目的にとって有利の原則に従って、解釈を行う。優先順位をもって解決できない場合、協議した
上で解決する。
3.总承包合同金额
3.総請負契約金額
本 工 程 在 所 列 总 容 量 不 变 的 情 况 下 ， 合 同 固 定 价 格 （ 以 下 简 称 “ 合 同 金 额 ”） 为 ●
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●,●●●,●●●日元整（JPY，含消费税）。除有特别规定情况之外，在合同有效期间保持不变，
合同金额不因物价波动，市场变化、或其他任何因素而调整，但本条以下的约定除外。
本工事の総容量が不変の場合に、契約固定価額(以下「契約金額」という)は、●
●,●●●,●●●円（JPY、消費税込み）とする。別途に規定のない限り、本契約金額は契約の有
効期限内に変更しない。契約金額は、価額の変動、市場変化、又はその他の要因により調整を行
わないのが、本条の下記条項の約束を除く。
当在下列情况时可以对合同金额进行调整：
下記情況の場合、契約金額を調整することができる。
(1)工程量中如有整项未施工或实施，费用相应核减。
(1)工事中において、未施工又は未実施のプロジェクトがある場合、本契約の金額がそれに応
じて適当に減額を行う。
(2)如果因土地、森林砍伐等原因，未能达到响应时设计的容量，经发包方确认同意后按照成交
合同价的单位造价核减（另外，该项不妨碍发包方行使解除权。
）
。
(2)土地、森伐採等の原因により、設計した容量が達成できない場合は、発注者が承認を確認
した上、契約価額の単位建設費に応じて、本契約金額を減額にする。(なお、当該条項は発注者に
解除権行使の影響を与えない。)
(3)如果发包方认为施工文件或工程本身不符合合同及标准、规程、规范的要求，发包方可直接
下令或要求总承包商提交修改建议书，由承包方引起的设计变更、分包商变更、设备材料变更、工
程优化导致的工程更改等，合同金额均不作任何调整。其他与本条款有冲突或表述有不一致之处，
以本条的规定为准。
(3)発注者は施工書類や工事自体が契約及び標準、法令、規範の要求に該当しないと認める場
合、直接に総請負業者に提案書改正の要求をすることができる。受注者による設計変更、下請負
業者の変更、設備材料の変更、工事の最適化による工程の変更などについて、契約金額は如何な
る調整を行わない。本条項と矛盾又は不一致が生じた場合、本条の規定を基準とする。
(4)本合同签订后因法令的制定、变更或废除以及不可抗力而使本件工程不得不进行变更时，承
包方可请求发包方对工期、交付日期及本合同金额进行变更。
(4)本契約締結後の法令の制定、変更又は廃止及び不可抗力により、本件工事を変更せざるを
得ない場合、受注者は発注者に対して工期及び引渡期日並びに本契約金額の変更を請求すること
ができる。
4.安健环目标
4.安全、健康、環境保護の目標
不发生重伤及以上事故，不发生机械、设备事故（含施工和生产设备）
，不发生火灾事故，不发
生环境污染事故，不发生违反《劳动法》有关规定的事件，努力实现“零事故、零伤害、零污染”。
重大な傷害事故、機械設備事故(施工と生産設備を含む)、火災事故、環境保護汚染事故、
『労
働法』に関する規定を違反しない事件が生じない、「ゼロ事故、ゼロ傷害、ゼロ汚染」を実現す
る為に努力する。
5.工期目标
5.工期目標
计划 2020 年 6 月 1 日开工，建成一部分并网一部分，2020 年 8 月 31 日全部并网发电。
2020 年 6 月１日に着工、一部分が建設され、一部分がシステム連系になり、2020 年 8 月 31
日に全部システム連系且つ発電を行う予定がある。
6.质量目标
6.品質目標
通过发包方的验收。
発注者の検収合格の取得。
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7. 承包方承诺
7. 受注者の承諾
对于发包方，承包方应实现完全按合同的约定，完成设计、采购、建筑安装施工、调试直至发
电的全部工程。
受注者は発注者に、完全に契約の約束に従って、設計、調達、建築施工据付、デバッグから
発電までのすべて工事の完成を実現するものとする。
使本件工程按合同约定运营并在质量保修期内负责修复所有故障和缺陷。
本件工事は、契約の約束に基づき、運営とともに、品質の修理保証期間にすべての故障と欠
陥の責任を負うと承諾する。
8.发包方承诺
8.発注者の承諾
发包方按合同约定向承包方支付设计、设备材料供货、施工所涉及的合同金额和按合同约定应
当支付的费用。
発注者は受注者に契約の約束に従って設計、設備材料供給、施工に関わる契約金額を支払う
並びに契約約束どおりに支払うべく費用を担当すると承諾する。
9.合同生效
9.契約発効
发包方履行其必要的审查程序后，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章后即行生
效。
発注者は必要な審査手続きを履行した後、両当事者の法定代理人又は依頼代理人によって署
名と捺印した上で発効となる。
10.合同份数
10.契約の数
合同原本制作二份，双方各执合同原本一份。
契約原本２通を作成し、互いに契約原本１通を保管する。
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二、合同条款
二、契約約款
株式会社 SJ ソーラーつくば（以下简称“发包方”）与（以下简称“承包方”）就“茨城筑波光伏
项目续建”签订如下建设承包合同（以下简称“本合同”）
。
株式会社 SJ ソーラーつくば（以下「発注者」という）と株式会社（以下「受注者」という）は、
茨城筑波太陽光プロジェクト建設継続の請負契約（以下「本契約」という）について、以下のと
おり締結する。
第 1 章 总论
第 1 章 総論
第１条 目的
第 1 条 目的
发包方与承包方达成协议，发包方为了根据《关于由电力企业收购可再生能源电力的特别措施法》
（以下简称“可再生能源特别措施法”。）
，在茨城市向【东京电力 power grid 株式会社】供应电力，
（以下简称“本件事业目的”）
，发包方向承包方就第２条规定的本件工程进行发包，承包方对此进
行承包。本合同的目的在于就发包方与承包方之间针对本件工程签定的承包合同的各种条件进行规
定。
発注者と受注者は、発注者が茨城市において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法（以下「再エネ特別措置法」という。）に基づき、東京電力 power grid 株式
会社に電力を供給するため（以下「本件事業目的」という。）、発注者が第２条に定める本件工事
を受注者に対して発注し、受注者がこれを請け負うことに合意した。本契約は、本件工事に係る
発注者及び受注者間の請負契約における各種条件を定めることを目的とする。

第２条 本件工程
第 2 条 本件工事
1. 本件工程指根据发包方与承包方之间与本合同同时签订的技术协议，开展的本合同协议书第 1 条
所规定的承包范围内的工作，以完成本发电设备及满足本合同规格书规定的规格，实现能够通过商
业运转向东京电力 power grid 株式会社供应电力的状态为目的的工程。
1.本件工事とは、本契約とともに発注者と受注者の間で取り交わす技術合意書に基づく、この合
意書第 1 条に定められた請負範囲内の業務を展開し、本発電設備の完成及び本契約仕様書に定め
る仕様を有するものとして商業運転による東京電力株式会社への電力の供給が可能な状態で引渡
すことを目的とする工事をいう。
2. 本件工程的现场工程动工日期（以下简称“开工日”）为 XXX 年 XXX 月 XXX 日，或发包方与承包
方另行达成协议之日，即满足以下条件之日的最后一天。
2.本件工事の現地工事着手期日（以下「着工日」という）は、XXX 年 XXX 月 XXX 日、又は、発注
者及び受注者が別途合意により定める日、すなわち下記の条件が満たされる日の最後の日とする。
3. 发包方应在开工日起 X 天之内，确保承包方可设置 PV 侧 1.3727MWp 的土地。
3.発注者は着工日より X 日以内に、受注者が PV 側 1.3727MWp 設置可能な土地を確保するものと
する。
4. 承包方为了开展本件工程，应准备所需的工具、设备、临时设备、消耗品、照明、供热及电话。
但是，实施本件工程所需的现场工程事务所等的土地，在本件工程现场工程动工之日起至本件工程
交付（指第２２条第１款规定的本工程的交付。以下相同。）之日的期间内，由发包方无偿提供给承
包方。
4.受注者は、本件工事を行うために必要な工具、機器、仮設設備、消耗品、光、熱、電話を準備
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する。ただし、本件工事の実施に必要となる現場工事事務所等の土地は、本件工事の現地工事着
手期日から本件工事の引渡し（第 22 条第 1 項の本件工事の引渡しをいう。以下同じ。）の日まで
の期間、発注者が受注者に無償で提供する。

第３条 相关合同及相关图纸
第 3 条 関連契約及び関係図書
本合同规格书为构成本合同的一部分。此外，关于本工程，除本合同及本合同规格书之外，由发包
方与承包方之间另行达成协议而制成、并盖上确认印章加以证明的书面文件等（以下简称“书面等”。
），
也均为构成本合同或本合同规格书的一部分。
本契約仕様書は本契約の一部をなすものとする。このほか、本件工事に関して本契約及び本契約
仕様書の他に発注者及び受注者間にて別途合意して作成し、その証として確認印を押印した書面
等（以下「書面等」という。
）についても、全て本契約又は本契約仕様書の一部をなすものとする。

第４条 合同金额及支付
第４条 契約金額及び支払い
1. 本件工程相关合同金额（以下简称“本合同金额”
。）如下所示。并且，本发电设备的每瓦单价以
设置 PV 组件容量 1.3727ＭＷ为前提，定为●●●日元／ｗ（不包含消费税及地方消费税）。
【关于
详细内容，已明确记载在本合同附件 X 的报价清单内。】
1.本件工事に係る契約金額（以下「本契約金額」という。）は、以下のとおりとする。なお、本発
電設備のワット単価は、ＰＶモジュール容量 1.3727ＭＷ以上を設置することを前提に●●円／ｗ
（消費税及び地方消費税額含まず）とする。
【詳細について、この契約添付ファイル X の見積書に
はっきりと記載された。】
合同金额：●●●日元
契約金額：●●●円
消费税及地方消费税金额：●●●日元
消費税及び地方消費税額：●●●円
合计：●●●日元
合計：●●●円
2. 本合同金额的支付日期如以下各款规定所示，通过向承包方指定的承包方名义的银行账户汇款的
方法进行支付。汇款手续费由发包方承担。并且，本款规定的支付日期恰逢开设该银行账户的银行
休息日时，支付日期为下一营业日。并且，关于下列（２）（3）及（4），考虑实施工程情况，由双
方协商之后决定。
2.本契約金額の支払期日は以下の各号に規定するとおりとし、受注者が指定する受注者名義の銀
行口座に振り込む方法により支払われるものとする。振込手数料は発注者の負担とする。なお、
本項に規定する支払期日が、当該銀行口座が開設されている銀行の休業日に当たる場合には、そ
の翌営業日を支払期日とする。なお、下記（２）（３）及び（４）については実施工程を勘案し、
両者で協議のうえ決定するものとする。
（1）预付款
（1）前払金
合同生效日起 10 个工作日内，发包方向承包方支付合同金额的 10%作为预付款。
契約発効日より 10 営業日以内に、発注者は受注者に前払金として契約金額の 10％を支払うもの
とする。
（2）场地平整动工时：本合同金额 x30%
（2）敷地平準化着手の時、本契約金額 x30%
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（3）光伏组件进场之日起至 1 个月之内为止：本合同金额 x20%
（3）太陽電池モジュール搬入開始日から１ヶ月経過した日迄、本契約金額 x20%
（4）光伏组件安装完成 100%之日起至 1 个月之内为止：本合同金额 x20%
（4）太陽電池モジュール据付 100％完了日から１ヶ月経過した日迄、本契約金額 x20%
（5）第 22 条规定的交付日起至 1 个月之内为止：本合同金额 x20%
（5）第 22 条に規定する引渡し日から１ヶ月経過した日迄、本契約金額 x20%
3. 不受前项规定所限，承包方出现第３０条第２款各款规定的事由时，发包方可对本合同金额的支
付予以保留。发包方对于因保留该支付而导致承包方产生的追加费用及损失无需承担责任。发包方
根据本款规定而保留支付本合同金额时，该保留的本合同金额应在该保留原因事由得到纠正之日所
属月份的次月底之前支付给承包方。
3.前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者について第３０条第２項の各号に該当する事由が
生じた場合、本契約金額の支払を留保することができる。発注者は、当該支払の留保により発生
する受注者の追加費用及び損失について、責任を負わないものとする。発注者が本項に基づいて
本契約金額の支払を留保した場合、当該留保された本契約金額は、当該留保の原因たる事由是正
された日の属する月の翌月末に、受注者に支払うものとする。
第５条 印花税及公共租税
第 5 条 印花税及び公共租税
本合同印花税部分的金额由发包方与承包方分别承担。
本契約の印紙税相当額は、発注者及び受注者がそれぞれ負担する。

第 2 章 工程
第 2 章 工事
第６条 工程用地等
第 6 条 工事用地等
1.发包方应将本发电设备的场地及本合同规格书规定的应由发包方提供的施工上必要的土地（以下
将这些统称为“本件工程用地等”
。
），在承包方为进行本件工程的施工而需要的日期之前加以确保，
以适合本件工程的状态下交付，在完成本件工程之前的期间内，持续供承包方使用。并且，发包方
为使承包方及承包方的转包方（以下简称“转包方”。）调集派遣的作业人员等能够自由进出本件工
程用地等，而从本件工程用地等的拥有方等获得使用许可。
1.発注者は、本発電設備の敷地及び本契約仕様書において発注者が提供するものと定められた施
工上必要な土地（以下これらを総称して「本件工事用地等」という。）を、受注者が本件工事の施
工上必要とする日までに確保し、本件工事に適した状態で明渡し、本件工事が完成するまでの間、
継続的に受注者の使用に供する。また、発注者は、受注者及び受注者の下請人（以下「下請人」
という。
）が調達し派遣する作業員等の本件工事用地等への自由な出入りが可能となるよう、本件
工事用地等の所有者等から使用に関する許諾を取得するものとする。
2.发包方与承包方确认，关于发包方针对本件事业目的而与第三方签订的合同，除本合同另有规定
外，承包方不承担任何责任。关于本发电设备产生的事项，怀疑起因于第三方实施的设计、制作、
采购、安装、施工等或承包方开展的本件工程其中之一时，只要承包商未能证明起因于第三方实施
的设计、制作、采购、安装、施工等，承包方需对该事项承担责任。
2.発注者及び受注者は、発注者が本件事業目的に関連して第三者と締結する契約につき、受注者
が一切の責任を負わないことを確認する。本発電設 備に生じた事象につき、第三者が実施した
設計、製作、調達、据付、工事等又は受注者が履行した本件工事のいずれに起因するものか疑義
が生じた場合、本件工事に起因することが立証されない限り、受注者は当該事象に関する責めを
負わないものとする。
3.使用本件工程用地等时出现冻结、泥土、干土、积雪、岩石、地基下陷（尽管根据建筑基准法等，
为支撑规定的构造物而采取了必要的措施，但有承载力的地层仍然下沉时）等物理性障碍时，除本
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合同有特殊规定的情况之外，承包方应在承包方承担费用的情况下，将其去除。并且，在本件工程
用地等发现地下埋设物时，发包方与承包方应就由发包方承担费用而采取的措施诚实地进行协商。
3.凍結、泥土、乾土、積雪、地盤沈下（建築基準法等によって規定されている構造物を支持する
のに必要な措置をおこなったにもかかわらず地耐力がある層が沈下した場合）等の本件工事用地
等の使用に際して物理的障害が発生した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、受注者の
費用負担において、受注者がその除去を行うものとする。また、本件工事用地等において、受注
者の工事の支障となる地下埋設物が発見された場合は、発注者及び受注者は、発注者の費用負担
で実施する措置につき誠実に協議するものとする。
4.承包方应作为善良的管理者，注意对本件工程用地等加以管理。
4.受注者は、本件工事用地等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
5.承包方应始终保持本件工程用地等内的清洁，由承包方负责并承担费用，对相关器材进行整理整
顿及收拾。并且，因本件工程完成等，本件工程用地等的全部或一部分无需再使用时，经发包方与
承包方达成协议之后，在决定的期间内，将承包方拥有或管理的临时设置物、工程用器材、工程用
设备及其他物件，由承包方负责并承担费用进行撤去，交付给发包方。
5.受注者は、本件工事用地等内を常に清潔に保ち、受注者の責任及び費用負担において、関係資
材の整理整頓及び後片付けをするものとする。また、本件工事の完成等によって、本件工事用地
等の全部又は一部の使用が不要となった場合には、発注者及び受注者が合意の上で決定する期間
内に、受注者の所有又は管理する仮設物、工事用資材、工事用機器その他の物件を受注者の責任
及び費用負担にて撤去して、発注者に明け渡すものとする。
6.关于为实现本件事业目的发包方所需的（目的）XXX（例：农地转用）等各种许可认证中，取得进
行本件施工所必须的文件，在本合同签订前发包方要向承包方提交各类许认可的获取情况，同时由
发包方负责并承担费用予以获得。并且，发包方于合同签订之日前未能获得该各种许可认证以及可
能发生的各类变更时，承包方应全力配合发包方开展相关工作，由此发生的费用因已包含在承包方
的报价内，承包方不得以此作为交付日期变更的理由。
6.本件事業目的達成のために必要となる（目的）XXX（例：農地転用）等の各種許認可のうち、本
件工事を行うために必要となるものの取得については、本契約前に発注者が受注者に各許認可取
得状況を提出するとともに、発注者の責任及び費用負担で取得するものとする。なお、発注者が
契約締結日までに当該各種許認可を取得することができなかった場合、受注者は発注者に協力し
て業務を展開する必要があり、これによって生じた費用は受注者の見積もりに含まれているため、
これを引渡期日変更の事由として使用してはならない。

第７条 工程表及实施设计图纸
第 7 条 工程表及び実施設計図書
1. 本工程的工程表如本合同附件[２]所示，发包方与承包方将在提交工程计划申报之后，就最终版
的工程表达成协议并将其替换。并且，之后也可根据发包方与承包方的书面协议进行变更。在施工
过程中，承包方制成详细的工程表，并为防止进度出现延误，或者在出现后能够尽快使进度按工程
恢复，而始终对工程进行管理。
1.本件工事の工程表は、本契約の添付[２]の通りとし、発注者及び受注者は工事計画届の提出後
に最終版の工程表を合意しこれに差し替える。また、その後も発注者及び受注者の書面合意によ
り変更可能とする。なお施工中、受注者は詳細な工程表を作成し進捗に遅れが発生しないよう、
また、遅れが発生した場合は遅滞なく工程どおりの進捗に戻すよう、常に工程を管理するものと
する。
2. 除前项规定的工程表之外，承包方在本合同签订后●●日以内，应向发包方提交工程计划书，并
得到其同意。并且，关于本合同规格书中规定的需要得到认可的各种图纸，应在签订合同时、动工
时、完成时迅速向发包方提交，得到其同意，而发包方应在获得提交之日起●●日以内以书面声明
意见，该期间内发包方未提出该书面意见时，视为发包方同意了该提交物。并且，发包方的同意并
非免除承包方在本合同中的义务。承包方对于未获同意的提交物，应由承包方负责并承担费用进行
修正后重新提交，获得发包方的同意。
2.前項に定める工程表のほか、受注者は、本契約締結後●●日以内に、工事計画書を発注者に提
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出して、その承認を受ける。また、本契約仕様書に承認が必要な図面として定める各種図書につ
いては、契約時、着手時、完成時の際に速やかに発注者に提出して、その承認を受けるものとす
るが、発注者は提出物を受領した日から●●日以内に書面でなすものとし、当該期間内に発注者
が当該書面を発行しなかった場合、発注者が、当該提出物を承認したものとする。なお、発注者
による承認は、受注者の本契約上の義務を免除するものではない。受注者は、不承認を受けた提
出物を、受注者の責任及び費用負担において修正して再提出し、発注者の承認を受けるものとす
る。

第８条 发包方的入内确认
第 8 条 発注者による立入りの確認
发包方在关于本件工程需要进行确认时，可在事前通知承包方就日期时间，进入形态等之后，进入
本件工程用地等，承包方应对此予以协助。
発注者は、本件工事に関して確認の必要があるときは、事前に受注者に日時、立入の態様等につ
き通知の上、本件工事用地等に立ち入ることができるものとし、受注者はこれに協力する。

第９条 禁止一揽子委任及一揽子转包
第 9 条 一括委任及び一括下請の禁止
承包方在未得到发包方事前书面同意的情况下，不得将本件工程全部或将其主要部分的工程一揽子
交由转包方进行转包。并且，承包方使用分包方的情况下（不管是否需要发包方的同意或者是否获
得发包方的同意）
，也应对包括该转包部分在内的本件工程承担责任，归咎于分包方的责任，全部视
为归咎于乙方的责任。
受注者は、発注者の事前の書面による承諾を得ることなく、本件工事の全部又はその主たる部分
の工事を一括して下請人に請け負わせてはならない。なお、受注者は下請け人を使用する場合(発
注者の承認が必要かどうか、又は発注者の承認を取得するや否やは問わず)、当該下請部分も含め
て本件工事の責任を負い、下請け人に帰す責任は、乙に帰す責任と見なす。

第 10 条 现场代理人、监理技术员等
第 10 条 現場代理人、監理技術者等
1.承包方决定现场代理人及在本工程用地等从事施工技术管理的监理技术员或主任技术员（分别指
建设业法第 26 条规定的监理技术员或主任技术员。以下相同。
）及专门技术员，在开工日的●●日
之前，并且，在本件工程动工后启用上述人员之日的●●日之前，将其姓名、所属等通知发包方，
并由自身负责及承担费用加以利用。
1.受注者は、現場代理人及び本件工事用地等における施工の技術上の管理を司る監理技術者又は
主任技術者（それぞれ建設業法第 26 条に規定する監理技術者又は主任技術者をいう。以下同じ。）
及び専門技術者を定め、着工日の●●日前迄に、また、本件工事着手後は上記人員起用日の●●
日前迄にその氏名、所属等を発注者に通知したうえ、自らの責任及び費用負担により使用するも
のとする。
2.发包方确认，现场代理人作为处理履行本件工程相关的一切事项的人员，是位于工程现场的承包
方的代理人。但是，本合同金额的请求及领取、本合同金额、交付日期的变更、其他伴随本合同内
容变更的事项及本合同的解除，应由拥有签订本合同的权限的人员进行。并且，承包方必须将本件
工程的管理、安全卫生、防灾或就业时间等，与本件工程的运营相关的重要事项有关的决定事项，
迅速通知发包方。
2.発注者は、現場代理人が本件工事の履行にかかる一切の事項を処理する者として工事現場に置
かれる受注者の代理人であることを確認する。ただし、本契約金額の請求及び受領、本契約金額、
引渡期日の変更その他の本契約の内容変更を伴う事項並びに本契約の解除は、本契約の締結権限
を有する者が行うものとする。なお、受注者は、本件工事の取締・安全衛生・災害防止又は就業
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時間等、本件工事の運営に関する重要な事項に係る決定事項を発注者に速やかに通知しなければ
ならない。
3.承包方除前项规定之外，对于自身拥有的权限之中，不委任给现场代理人而希望自行行使的权限，
必须事先将该权限的内容通知发包方。
3.受注者は、前項に規定するもののほか、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行
使しようとするものがあるときは、予め、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4.承包方可在事先通知发包方的基础上，让现场代理人兼任监理技术员或主任技术员及专门技术员。
但承包方必须在签订本合同后迅速向发包方提交现场工程体制表，为使本来的业务不被疏忽而完善
团队。
4.受注者は、予め発注者に通知の上、現場代理人に監理技術者又は主任技術者及び専門技術者を
兼務させることができる。ただし受注者は、本契約締結後速やかに現場工事体制表を発注者に提
出し、本来業務がおろそかにならないよう陣容を整えなければならない。
5.承包方应自行负责并承担费用，对与承包方的现场代理人、监理技术员、主任技术员及专门技术
员的身体、生命等相关的必要的保险进行投保。并且，对于万一因上述保险投保有遗漏或投保不充
分的情况下受到损害等，应全部由承包方承担。
5.受注者は、受注者の現場代理人、監理技術者、主任技術者及び専門技術者の身体・生命等に関
して必要な保険を自らの責任及び費用負担において付保するものとする。また、万一上記保険の
付保漏れ又は付保不足により生じた場合の損害等は全て受注者の負担とする。

第 11 条 监督员
第 11 条 監督員
1.发包方为了对工程现场进行总管理，在对承包方进行工程的质量进行管理的同时，使本工程得以
顺利完成，可设定监督员。
1.発注者は、工事現場を総括し、受注者の行う工事の品質管理をするとともに本件工事を円滑に
完成させるために監督員を定めることができる。
2.发包方设定监督员时，发包方应事先对承包方及承包方的现场代理人，通知该监督员的姓名、所
属等及发包方委任的权限的范围。
2.発注者が監督員を定める場合、発注者は、あらかじめ受注者及び受注者の現場代理人に対し、
当該監督員の氏名、所属等及び発注者が委任する権限の範囲を通知する。
3.发包方可无偿使用承包方设置在本件工程用地等中的现场工程事务所的一部分。
3.発注者は、受注者が本件工事用地等に設置した現場工事事務所の一部を無償で使用することが
できるものとする。

第 12 条 关于工程相关人员的异议
第 12 条 工事関係者についての異議
1.发包方认为，承包方的现场代理人、监理技术人员、或主任技术人员、专业技术人员或员工之中，
明显不适宜进行本件工程施工或监理的人员时，可向承包方阐明该理由，以书面形式要求改正。
1.発注者は、受注者の現場代理人、監理技術者若しくは主任技術者、専門技術者、又は作業員の
うちに、本件工事の施工又は監理について著しく適当でないと認めた者がいる場合、受注者に対
して、その理由を明示した書面をもって是正を求めることができる。
2.承包方认为发包方对监督员的处置显著不适当时，可对发包方明确告知该理由，以书面形式要求
改正。
2.受注者は、発注者の監督員の処置が著しく適当でないと認めた場合、発注者に対してその理由
を明示した書面をもって、是正を求めることができる。
3.发包方即使没有对以上 2 条进行要求，也不能成为承包方的免责理由。
3.発注者が前２項の措置を求めなかったことが受注者の免責事由になることはないものとする。
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第 13 条 工程用器材及工程用设备
第 13 条 工事用資材及び工事用機器
1.承包方对于自行采购的工程用器材或工程用设备之中，根据法令等需要进行检查、试验等的部分，
应在运入本工程用地等之前，进行必要的检查、试验等。
1.受注者は、自ら調達した工事用資材又は工事用機器のうち、法令等により検査、試験等が必要
なものについて、本件工事用地等への搬入前に、必要な検査、試験等を行うものとする。
2.前项规定的检查、试验等未合格的工程用器材及工程用设备不得使用。
2.前項に定める検査、試験等に合格しなかった工事用資材及び工事用機器は、これを使用しては
ならない。
3.承包方在向本工程用地等运入工程用器材或将工程用设备从本工程用地等运出时，必须事前得到
发包方的同意。
3.受注者は、本件工事用地等に搬入した工事用資材又は工事用機器を本件工事用地等から搬出す
る場合、事前に発注者の承認を得なければならない。
4.工程用器材及工程用设备在本工程用地运入、运出、使用相关的费用全部由承包方承担。并且，
运入时如需进行防护及道路工程等时，由承包方承担该费用。
4.工事用資材及び工事用機器の本件工事用地への搬入、搬出、使用に係る費用は、すべて受注者
が負担する。また、搬入に際し、養生や道路工事等が必要な場合は、受注者がこの費用を負担す
る。
第 14 条 设计变更
第 14 条 設計変更
1.本合同规格书根据截至签订本合同之时，根据承包方的基本计划，得到发包方的认可下制成，承
包方伴随本工程的设计业务的执行，对该基本计划内容进行变更时，承包方必须以书面将本合同规
格书的变更通知发包方，经双方协商后进行修订。
1.本契約仕様書は、本契約締結時点までに受注者が基本計画に基づき発注者の承認を得て作成さ
れたものであり、受注者が、本件工事の設計業務を遂行するに伴って、当該基本計画の内容に変
更が出た場合は、受注者は本契約仕様書の変更を発注者に書面で通知し、双方の協議のもとで改
訂しなければならない。
2.本工程在实施过程中，非发包方原因引起的设计变更，所有的责任都由承包方承担。承包方对于
符合下列各款其之一的情况，应立即以书面通知发包方。
2. 本工事実施中において、発注者の責めに帰さない事由による設計変更の場合、受注者がすべて
の責任を負う。受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに書面により発注者に通知
する。
(1)关于本工程用地等的状态或与本工程的实施相关的制约等，实际上与本合同规格书或设计图纸中
所示的实施条件不同时；
(1)本件工事用地等の状態又は本件工事の実施に係る制約等について、本契約仕様書又は設計図書
に示された実施条件と実際とが異なる場合
(2)本工程用地等出现将对施工造成障碍的不可预期的事态时。
(2)本件工事用地等において、施工の支障となる予期することができない事態が発生した場合。
3.发包方接到前项项通知时，或自行发现符合前项各款其中之一的事由时，应在发包方与承包方之
间进行协商的基础上，就本工程的内容、规格、工期等的变更做出决定。
（参照合同协议书第 3 条执
行）
3.発注者は、前項の通知を受けたとき、又は自ら前項各号のいずれかに該当する事由を発見した
ときは、発注者及び受注者は協議の上、本件工事の内容、仕様、工期、本契約金額等の変更につ
き決定するものとする。(合意書第 3 条を参照して遂行する)
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第 15 条 工程的变更、工期等的变更
第 15 条 工事の変更、工期等の変更
1.发包方可在其必要时（用地的扩大等）
，对本件工程进行追加或变更。因该追加或变更而需延长工
期及交付日期时，承包方可就此对发包方进行请求。
1.発注者は、発注者が必要とする場合（用地の拡大等）、本件工事を追加又は変更することができ
る。当該追加又は変更により工期及び引渡期日の延長が必要な場合には、受注者は発注者に対し
てこれらを請求することができる。
2.发包方在其必要时，可向承包方提议对工期及交付日期进行变更。变更后的工期、交付日期经双
方协商后决定。
2.発注者は、発注者が必要とする場合、受注者に工期及び引渡期日の変更を提案することができ
る。変更後の工期及び引渡期日については双方で協議の上、決定するものとする。
3.本合同签订后因法令的制定、变更或废除以及不可抗力而使本件工程不得不进行变更时，承包方
可请求发包方对工期、交付日期及本合同金额进行变更。但是，承包方必须在知道需要进行该变更
时迅速通知发包方并要求进行协商，为减少对工期的影响而进行合理的努力。
3.本契約締結後の法令の制定、変更又は廃止及び不可抗力により、本件工事を変更せざるを得な
い場合、受注者は発注者に対して工期及び引渡期日並びに本契約金額の変更を請求することがで
きる。ただし、受注者は、当該変更の必要が生じたことを知った時点で速やかに発注者に通知し
協議を求めるとともに、工期への影響を少なくするための合理的な努力をしなければならない。
4.承包方，在第 16 条，第 20 条，第 28 条及其他正当的理由时，可对发包方明确提出该理由，就延
长必要的工期及交付日期，可以要求进行协商。但是，承包方应在产生延长的必要时迅速通知发包
方并要求进行协商，为减少对工期的影响而进行妥善的处置。
4.受注者は、第１６条、第２０条、第２８条その他正当な理由がある場合、発注者に対しその理
由を明示して必要と認められる工期及び引渡期日の延長につき協議することを請求することがで
きる。ただし、受注者は、延長の必要が生じた時点で速やかに発注者に通知し協議を求めるとと
もに、工期の遅れへの影響を少なくするため適切な処置を行うものとする。

第 16 条 交付日期的变更
第 16 条 引渡期日の変更
1.除前条规定之外，符合下列各款规定的事项其中之一时，发包方与承包方双方经协商之后，达成
一致的情况下可对交付日期进行变更。
1.前条に規定するほか、次の各号に規定する事項のいずれかに該当する場合、発注者・受注者双
方は協議の上、合意した場合には引渡期日を変更することができるものとする。
(1)因不可归咎承包方责任的事由而在第２条第２款规定的动工日期，承包方无法启动本件工程的现
场工程时；
(1)受注者の責めに帰することができない事由により、第２条第２項に定める着手期日に、受注者
が本件工事の現地工事に着手できない場合。
(2)因不可归咎承包方责任事由而在交付日期之前，承包方无法完成或有可能无法完成本发电设备的
交付时；
(2)受注者の責めに帰することができない事由により、引渡期日までに受注者が本発電設備の引渡
しを完了することができない場合又はそのおそれがある場合。
(3)发生第２０条第３款中规定的不可抗力事由时；
(3)第２０条第３項に規定する不可抗力事由が発生した場合。
(4)根据第１５条及第２８条的规定对本工程的内容进行变更时；
(4)第１５条及び第２８条の規定に従い本件工事の内容を変更する場合。
(5)根据第３０条的规定，发包方对本工程全部或部分中断时；
(5)第３０条の規定に基づき、発注者が本件工事の全部又は一部を中断した場合。
(6)除上述各款规定之外，发包方或承包方特别认为必要时。
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(6) 前各号に規定するほか発注者又は受注者が特に必要と認めた場合。
2.根据前项规定对交付日期进行变更时，发包方与承包方之间应另行签订本合同的变更合同。
2.前項の規定に基づき引渡期日を変更する場合、別途発注者及び受注者間で本契約の変更契約を
締結するものとする。

第 17 条 本合同金额的变更
第 17 条 本契約金額の変更
除另有规定外，本合同金额在合同有效期内不作变更。合同金额不会因为价格波动，市场变化，或
任何其他因素进行调整或变更，但这不适用于本条的下列条款。
別途に規定のない限り、本契約金額は契約の有効期限内に変更しない。契約金額は、価額の変動、
市場変化、又はその他の要因により調整や変更を行わないのが、本条の下記条項に適用されない。
合同金额在下列情况下可进行调整：
下記情況の場合、契約金額を調整することができる。
(1)如果工程中出现未施工或未实施的项目时，会对本合同金额进行相应的减额。
(1)工事中において、未施工又は未実施のプロジェクトがある場合、本契約の金額がそれに応じて
適当に減額を行う。
(2)如果因土地、森林砍伐等原因，造成投标时出现无法达到设计容量的情况，经发包方确认同意后，
按照成交合同价格的单位建设费用对本合同金额进行减额。
(2)土地、森伐採等の原因により、入札時に設計した容量が達成できない場合は、発注者が承認を
確認した上、契約価額の単位建設費に応じて、本契約金額を減額にする。
(3)如果本合同签订后因法令的制定、变更或废除以及不可抗力而使本件工程不得不进行变更时，承
包方可请求发包方对工期、交付日期及本合同金额进行变更。
(3)本契約締結後の法令の制定、変更又は廃止及び不可抗力により、本件工事を変更せざるを得な
い場合、受注者は発注者に対して工期及び引渡期日並びに本契約金額の変更を請求することがで
きる。

第 18 条 防止损害
第 18 条 損害防止
1.承包方在完成本发电设备的交付之前，应根据本合同规格书及法令等的规定，对本发电设备及其
工程用器材、工程用设备或邻接的厂房采取合理的措施，防止其受到损害。
1.受注者は、本発電設備の引渡しまで、本契約仕様書及び法令等に基づき、本発電設備並びにそ
の工事用資材、工事用機器又は近接する工作物に対する損害を防止するための合理的な措置をと
るものとする。
2.承包方在为防止灾害而认为特别必要时，应在事先征求发包方的意见及指示到基础上，以承包方
的费用采取临机的措施。但是，情况紧急时，可在采取该措施之后，将情况通知发包方。并且，发
包方在承包方未按本项规定进行适当的处置时，可要求承包方以承包方的费用进行应有的适当处置，
承包方应立即予以对应。
2.受注者は、災害の防止のため特に必要と認めた場合、予め発注者の意見及び指示を求めた上で、
受注者の費用において、臨機の措置をとる。ただし、急を要する場合は、当該措置をしたのち、
発注者にその旨を通知することができる。また、発注者は、受注者が本項に定める適切な処置を
行わない場合、受注者に対して、受注者の費用で適切な処置を行うべきことを要求することがで
き、受注者は、直ちにこれに応ずるものとする。
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第 19 条 对第三方的损害赔偿
第 19 条 第三者への損害賠償
1.承包方在对本发电设备进行交付之前，对于位于本工程用地等内地本发电设备及其工程用器材或
工程用设备等，应自行承担费用采取适当的措施，防止因本件工程的实施而给第三方造成损害。
1.受注者は、本発電設備の引渡しまでの間、本件工事用地等における本発電設備及びその工事用
資材又は工事用機器等に関して、第三者に本件工事の実施に伴う損害が生じることのないよう、
自らの費用負担で適切な措置を講ずるものとする。
2.尽管采取了前项的措施，但仍然因本件工程的实施而给第三方造成损害时，除了因归咎发包方责
任的事由之外，承包方应对该损害承担赔偿责任。
2.前項の措置を講じたにも拘わらず、本件工事の実施により第三者に損害が生じた場合、受注者
は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除きその損害を賠償する責めを負う。

第 20 条 不可抗力事由
第 20 条 不可抗力事由
1.发包方或承包方其中一方因本条第３款规定的不可抗力事由而无法基于履行本合同的义务时，必
须立即通知对方当事方。进行该通知的当事方以及，接到此通知的当事方在该不可抗力事由造成的
影响被消除，可继续履行本合同之前，经双方协商后，可免除依据本合同履行义务。
1.発注者又は受注者のいずれかが、本条第３項に定める不可抗力事由により本契約に基づく義務
（支払義務を除く。
）の履行ができなくなったときは、直ちに相手方当事者に通知しなければなら
ない。当該通知を行った当事者及び通知を受けた当事者は、当該不可抗力事由による影響が解消
し、本契約の履行の続行が可能となるときまで、本契約に従った履行義務を免れるものとする。
2.因不可抗力事由造成的影响被消除等，基于前项规定进行通知的当事方能够重新根据本合同履行
义务时，该当事方应以书面将该情况通知对方当事方，迅速重新开始履行基于本合同的义务。
2.不可抗力事由による影響が解消した等により、前項の規定に基づき通知を行った当事者が、本
契約に基づく義務の履行を再開することができるに至った場合、当該当事者は書面により相手方
当事者にその旨を通知して、速やかに本契約に基づく義務の履行を再開するものとする。
3.本合同中的不可抗力事由指超过发包方与承包方可控制的限度，并且不归咎发包方与承包方责任
的事由，只要满足该要求，包括上空物体坠落等外来事故、天灾、落雷、火灾、爆炸、火山喷发、
洪水、地震、地基下陷、突起暴风、龙卷风、台风、大雨、大雪、冰雹、海啸、浓雾、异常气温（热
波・寒潮）
、战争（不论是否有宣战公告。）
、恐怖袭击、暴动、盗窃・掠夺、游行示威行为、发布戒
严令、经济封锁、革命、国内动乱、海盗受害、沉没、触礁、冲撞、港湾封锁、禁止出口等。
3.本契約における不可抗力事由とは、発注者及び受注者の支配し得る限度を越え、かつ発注者及
び受注者の責めに帰すことができない事由をいい、上空からの落下物等の外来事故、天災、落雷、
火災、爆発、噴火、洪水、地震、地盤沈下、突風、竜巻、台風、大雨、大雪、雹、津波、濃霧、
異常気温（熱波・寒波）
、戦争（宣戦の布告の有無を問わない。）、テロ、暴動、盗難・略奪、デモ
行為、外出禁止令発布、経済封鎖、革命、国内動乱、海賊被害、沈没、座礁、衝突、港湾封鎖、
輸出禁止等を含むものとする。
4.因不可抗力事由而使本件工程无望完成时，经发包方与承包方之间达成协议，双方可解除本合同。
并且，该解除时产生的费用（包括但不限于本发电设备已完成部分及准备部分相关的费用。但是，
依据本合同内容设定的损害保险，或者由第三方进行补偿的部分除外。
）及因该解除而发生的费用由
发包方承担。
4.不可抗力事由により、本件工事の完成の見込みがなくなったときは、発注者及び受注者間にて
合意の上、発注者及び受注者は本契約を解除することができる。なお、当該解除時点までに発生
した費用（本発電設備の完成した部分及び仕掛り部分に係る費用を含むがこれに限られない。た
だし、本契約に基づいて設定された損害保険又は第三者によって補償される部分を除く。）及び当
該解除により発生する費用は発注者の負担とする。
第 20 条之 2 保险的投保
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第 20 条の 2 保険の付保
承包方在完成本件工程的交接期间，对于本件工程或本件工程中已完成部分，与搬入施工用地等的
施工用材料，施工用机器，发包方应合理的满足对下列各号所列保险进行投保。
受注者は、本件工事の引渡しが完了するまでの間、本件工事に関してまたは本件工事中の工事の
出来形部分と工事用地等に搬入した工事用資材、工事用機器に関して、下記各号に掲げる保険を
付保するものとする。
(1)劳灾保险（包括分包方）
(1)労災保険（下請人を含む）
(2)安装保险
(2)組立保険
(3)第三方赔偿责任保险
(3)第三者賠償責任保険

第 3 章 验收及交付条件等
第 3 章 検収及び引渡条件等
第 21 条 验收
第 21 条 検収
1.承包方在完成本件工程之后，应立即确认本件工程是否符合本合同规格书，完成自查工作，准备
验收资料并通知发包方请求进行检查。
1.受注者は、本件工事を完了した場合、本件工事が本契約仕様書に適合しているかを確認して、
発注者に検査を求める旨を通知する。
2.发包方接到前项通知时，应根据电气事业法第 51 条第 1 款对本发电设备进行使用前自主检查（以
下简称“使用前自主检查”。
），承包方根据发包方的指示，设计该检查相关的具体试验方案，并提
供帮助。
2.発注者は、前項の通知を受領した場合、本発電設備について電気事業法第５１条第１項に基づ
く使用前自主検査（以下「使用前自主検査」という。）を実施し、受注者は、発注者の指示の下、
当該検査に係る具体的な試験の立案及び助勢を行うものとする。
3.使用前自主检查未合格时，承包方应在工期内或发包方指定的期间内对该不合格部分进行更换或
修补，然后可要求发包方再次实施使用前自主检查。与此相关产生的费用由承包方承担。
3.使用前自主検査に合格しない場合、受注者は、工期内又は発注者の指定する期間内に当該不合
格部分を交換又は修補したうえで、再度、使用前自主検査を実施するよう発注者に求めるものと
する。これらに関連して発生する費用は受注者の負担とする。
4.发包方应在前２款的使用前自主检查合格后，迅速检查本件工程是否按照本合同规格书、同意图
纸等进行了施工（以下简称“完成检查”）
。
4.発注者は、前２項の使用前自主検査の合格後、速やかに本件工事が本契約仕様書、承認図書等
に適合して施工されているかの検査（以下、「完成検査」という）を行うこととする。
5.完成检查结束后，承包方应就此向发包方交付通知书（以下简称“符合通知书”。
）。发包方应在受
领符合通知书后●●日以内，向承办方发出通知，告知是否予以同意。如果发包方对符合通知书表
示同意，则视为本工程通过使用前自主检查及完成检查，发包方完成验收。但是，发包方在领取符
合通知书之后●●日以内，未通知是否同意该符合通知书，或未表示任何异议时，本工程在经过该
期间之日，视为通过使用前自主检查及完成检查，发包方完成验收。完成检查不合格时，承包方应
在工期内，或者在发包方指定的期限内，对该不合格部分进行替换或者修补，完成之后再次要求发
包商进行完成检查。所发生的与上述内容相关的费用由承包方承担。
5.完成検査完了後、受注者は発注者に対して、その旨の通知書（以下「適合通知書」という。）を
交付する。発注者は、適合通知書を受領した後●●日以内に、それを承認するか否かを受注者に
通知するものとし発注者による適合通知書の承認により、本件工事は使用前自主検査及び完成検
査に合格し、発注者による検収が完了するものとする。ただし、発注者が適合通知書を受領した
41

茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包招标 招标文件
茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続工事元請け入札依頼書

後●●日以内に当該適合通知書を承認するか否かを通知せず、又は何らの異議も述べない場合は、
本件工事は、当該期間が経過した日に、使用前自主検査及び完成検査に合格し、発注者による検
収が完了したものとみなす。完成検査に合格しない場合、受注者は、工期内又は発注者の指定す
る期間内に当該不合格部分を交換又は修補したうえで、再度、完成検査を実施するよう発注者に
求めるものとする。これらに関連して発生する費用は受注者の負担とする。
6.发包方根据电气事业法接受安全管理审查。承包方负责对发包方进行援助。该审查未能通过，其
责任应归咎承包方时，承包方应对该不符合的部分进行修补，并且为重新审查采取必要的措施。
6.発注者は、電気事業法に基づく安全管理審査を受審する。受注者は、責任をもって発注者を助
勢するものとする。当該審査が不適合とされ、これが受注者の責に帰す場合、受注者は、当該不
適合部分を修補し、かつ、再審査に必要な措置を講じるものとする。

第 22 条 交付
第 22 条 引渡し
1.在前条规定的验收完成之后，视为完成将本发电设备从承包方处交付与发包方（以下简称“交付”）。
1.前条に定める検収の完了後、本発電設備の受注者から発注者への引渡し（以下「引渡し」とい
う。
）が完了するものとする。
2.承包方将包括但不限于本件工程用地等、本发电设备及其他各设施等、该各设施的钥匙、合理满
足发包方的形式及内容的运行维护手册、使用说明书、安装记录、检查及试验相关报告书、竣工图
纸，以及发包方与承包方双方协商决定的其他文件，交付于发包方视为本件工程的结束。但是，如
果发包方有另外同意的情况下，可以将决定好的轻微资料，书面，剩余业务工程写入剩余工作清单
中，另行商定好提交予定日期，就算出现没有提交相关文件材料等的情况，也视为结束本件工程。
2.本件工事用地等、本発電設備その他諸施設等、当該諸施設の鍵、発注者が合理的に満足する形
式及び内容の運転・保守マニュアル、取扱説明書、据付記録、検査・試験関係の報告書、完成承
認図面並びに発注者及び受注者双方が合意の上決定するその他の書類の受注者から発注者への引
渡しをもって、本件工事を完了とする。ただし、発注者が別途承諾した場合、軽微な資料、書面
や残務工事をパンチリストにて取り決めた上で、提出予定日を別途合意することができるものと
し、関連書類等の未提出がある場合であっても、本件工事は完了したものとみなされるものとす
る。
3.本发电设备的所有权，在交接本发电设备时，视为从承包方转移至发包方。
3.本発電設備の所有権は、
本発電設備を引き渡す時に、受注者から発注者に移転されると見なす。

第 23 条 交付日期
第 23 条 引渡期日
1.承包方应按照根据第７条制成的工程表完成本件工程，在●●年●●月●●日之前将本发电设备
交付给发包方或其指定方。
1.受注者は、第７条に基づき作成された工程表に従い本件工事を完了させ、●●年●●月●●日
までに本発電設備を発注者又はその指定する者に対して引渡すものとする。
2.尽管承包方按照第７条的规定推进本件工程，但因本发电设备系统连接相关事由及其他不可归咎
承包方责任的事由，而在前项规定的日期之前，承包方未能进行交付时，承包方应承担第２９条规
定的履行延误责任，并且，第２７条规定的瑕疵担保责任的期间以前项规定的交付日期作为交付日
开始计算。但是，对于因归咎承包方责任的事由而造成的系统连接的延误等，导致在前项规定的日
期之前未能进行交付时，不受此限。
2.受注者が本件工事を第７条に定める工程で推進したにも拘わらず、本発電設備の系統連系に関
する事由、その他受注者の責めに帰すことのできない事由により、前項に定める期日までに、受
注者が引渡しをできない場合は、受注者は第２９条に定める履行遅滞の責任を負わないものとし、
また、第２７条に定める瑕疵担保責任の期間は、前項に定める引渡期日を、引渡日として起算す
るものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による系統連系の遅延等により、前項に定
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める期日までに、引渡しがされなかった場合には、この限りでない。

第 24 条 交付前的使用
第 24 条 引渡し前の使用
1.发包方即使在本发电设备被交接之前，开始向【东京电力 power grid 株式会社】提供电力。此时，
该电力供应相关的卖电收入归属发包方。
1.発注者は、本発電設備の引き渡し前にあっても、東京電力 power grid 株式会社に対する電力供
給を開始することが出来る。この場合、当該電力供給に係る売電収入は発注者に帰属するものと
する。
2.承包方保证，在●●年●●月底之前，作为本发电设备现场试运转或使用前自主检查的一环，可
利用本发电设备的一部分进行发电（逆潮流），并予以遵守。但是，因不归咎承包方责任的理由等，
而预计难以进行此发电时，应提前●个月以书面告知发包方，由发包方与承包方双方本着诚意进行
协商。
2.受注者は、●●年●●月末日までに、本発電設備の現地試運転又は使用前自主検査の一環とし
て、本発電設備の一部より発電（逆潮流）が可能となる工程とし、これを遵守することを保証す
る。ただし、受注者の責に帰さない理由等によって、この発電が困難となると予想された場合は、
●ヶ月繰り上げて発注者に書面で告げたうえで、発注者・受注者の双方は誠意を持って協議する
ものとする。

第 25 条 危险承担
第 25 条 危険負担
在所有权转移之前，构成本发电设备的装置、机器等，消失或损失时，该消失或损伤的责任由承包
方承担。
所有権が移される前に、本発電設備を構成する設備、機器等が、滅失し又は損傷したときは、そ
の滅失又は損傷は、受注者の負担に帰する。

第 4 章 保证条款
第 4 章 保証条項
第 26 条 光伏组件保证
第 26 条 太陽電池モジュール保証
1.发包方不负责对光伏组件的输出，性能（但除下一条规定的情况外）及产品本身进行保证。但是，
发包方向承包方提供的光伏组件不受此限。
1.発注者は太陽電池モジュールに起因する出力保証、性能保証及び製品保証の責任を負わないも
のとする。ただし、発注者が受注者に対して提供する太陽電池モジュールについてはこの限りで
ない。
2.根据日本电气事业法规定的验收要求实施本工程的验收，具体的要求按照“电气事业法施行规则
第 73 条的 4 所规定的使用前自主检查的方法的解释”的“太阳电池发电所”的内容。
2.日本電気事業法に定められた検収要求に基づき、本工事の検収を実施し、具体的な要求は「電
気事業法の施行規則第 73 条の 4 に規定された使用前自主検査方法の解釈」の「太陽電池発電所」
の内容に従う。
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第 27 条（瑕疵担保责任）
第 27 条（瑕疵担当責任）
1.关于本发电设备及其他本工程存在瑕疵时（指的是不符合本合同式样书及其他本合同构成文件的
内容，包括设计上的瑕疵，安装上的瑕疵，材质上的瑕疵，但不仅限于此。），发包方可立即通知承
包方，要求就该瑕疵进行修补，或以损害赔偿替代该修补。发包方与承包方应在发包方就瑕疵进行
通知后５个工作日以内，就如何应对瑕疵进行协商，承包方应按照瑕疵的应对方法，迅速着手对瑕
疵进行修补。此外，承包商有责任赔偿发包方在修补瑕疵期间所损失的售电利润。
1.本発電設備その他本件工事に関し瑕疵（本契約仕様書に合致していないことをいい、設計上の
瑕疵、組立上の瑕疵、材質上の瑕疵を含むが、これらに限らない。）がある場合、発注者は、受注
者に遅滞なく通知し、当該瑕疵の修補又は当該修補に代わる損害賠償を請求することができる。
発注者及び受注者は、発注者による瑕疵の通知から５営業日以内に瑕疵への対応について協議す
るものとし、受注者は瑕疵への対応策について速やかに瑕疵の補修に着手する。なお、受注者は
発注者に瑕疵修理期間に損失した電力販売の利益を賠償する責任がある。
2.并且，关于光伏组件，鉴于发包方指定采购对象及产品的情况，承包方向发包方转让对光伏组件
的卖方等售后服务相关的请求权及基于瑕疵担保责任的瑕疵修补请求权和损害赔偿请求权等一切其
他权利，作为不把光伏组件列入瑕疵担保对象的条件。承包方事先向发包方转让对光伏组件的卖方
等售后服务相关的请求权及基于瑕疵担保责任的瑕疵修补请求权和损害赔偿请求权等一切其他权利，
发包方接受该权利转让。但是，承包方自行采购部分的光伏组件不受此限。
2.また、太陽電池モジュールについては、発注者により購入先及び製品型式、受注者から発注者
へ太陽電池モジュールの売主等に対するアフターサービスに関係な要求権及び瑕疵担当責任に基
づく瑕疵修補要求権と損害賠償要求権等すべて他の権利を譲渡することに鑑み、本項の適用対象
外とする。予め、受注者は発注者に太陽電池モジュールの売主等に対するアフターサービスに関
係な要求権及び瑕疵担当責任に基づく瑕疵修補要求権と損害賠償要求権等すべて他の権利を譲渡
し、発注者は当該権利の譲渡を受ける。ただし、受注者が自ら仕入れた分の太陽電池モジュール
についてはこの限りでない。
3.不受前各项规定所限，在下列情况下，承包方可免除责任。
3.前各項の規定に拘わらず、次に定める場合においては、受注者は、その責めを免れるものとす
る。
(1)发包方进行的本发电设备通常运转时的消耗品的消耗；
(1)発注者による本発電設備の通常の運転下における消耗品の消耗。
(2)发包方的故意或过失造成的瑕疵；
(2)発注者の故意又は過失により生じた瑕疵。
(3)该瑕疵因发包方指定产品产生时（除承包方事先知道该指定产品不适用且未通知发包方的情况
外）
。
(3)当該瑕疵が発注者の指定品により生じたもの(受注者は当該指定品が適用されないことを事前
に知ると同時に発注者に知らせない場合を除く)。
(4)按承包方推荐以外的方法进行管理，修补和改造所造成的瑕疵
(4)受注者の推奨以外の方法による管理、補修及び改造により生じたもの。
(5)不可抗力事由造成的瑕疵
(5)不可抗力事由により生じた瑕疵。
(6)在交付时无法预测到的安放地点或者周边环境出现变化，所造成的瑕疵
(6)引渡しの時点において予期できなかった設置場所もしくはその周辺環境の変化により生じた
もの。
(7)交付后，外观上的伤痕，污垢等，或者自然机械磨损，生锈，发霉，变质，变色，其他类似情况
的出现，对工程目的物的基本性能运行（发电功能，机械性强度等）没有影响的瑕疵。
(7)引渡し後の外観上の傷、汚れ等、または自然の機械的摩耗、さび、かび、変質、変色、その他
類似の事由によるもので、工事目的物の基本性能動作（発電機能、機械的強度等）に影響を与え
ないもの。
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⑧在没有承包方同意的情况下，本合同所在地发生转移时
⑧受注者の承諾なく本契約の所在地より移設された場合。
4.关于本发电设备及其他本工程，由于承包方的故意形为或者过失形为出现下列其中之一事由而导
致发包方受到损害时，不适用第２款的期间限制，承包方应对该损害进行补偿。
4.本発電設備その他本件工事に関し、受注者の故意又は重大な過失により次に定める事由のいず
れかに起因して発注者に損害が発生した場合、第２項の期間制限は適用されず、受注者は当該損
害を補償するものとする。
(1)本发电设备及由承包方进行的施工部分不符合本合同签订时的法令、行政基准、业界基准及其他
公共基准和规格等；
(1)本発電設備及び受注者によるその施工部分が、本契約締結時の法令、行政基準、業界基準その
他公の基準・規格等へ適合していないこと。
(2)本发电设备及承包方进行的施工部分侵害了第三方的专利权、实用新方案权、设计权、商标权及
其他根据日本国法令得到保护的第三方权利（以下简称“特许权等”）
。
(2)本発電設備及び受注者によるその施工部分が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権
その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）を侵害してい
たこと。
另外，鉴于部分光伏组件是由发包方指定采购处以及型号，承包方向发包方转让对光伏组件的卖方
等售后服务相关的请求权及基于瑕疵担保责任的瑕疵修补请求权和损害赔偿请求权等一切其他权利
作为其不列入本项适用范围内的条件。
なお、太陽電池モジュールの一部分については、発注者により購入先及び製品型式、受注者から
発注者へ太陽電池モジュールの売主等に対するアフターサービスに関係な要求権を譲渡する及び
瑕疵担当責任に基づく瑕疵修補要求権と損害賠償要求権等すべて他の権利に鑑み、本項の適用対
象外とする。
5.通过履行本条规定的义务，视为承办方履行了关于本发电设备瑕疵的全部责任。
5.本条に定める義務を履行することにより、本発電設備の瑕疵に関する受注者の責任はすべて果
たされるものとする。
6.第 2 款的在期限内进行修补的零件或者设备，其瑕疵担保责任期间为，从完成修补之日重新算起，
到第 2 项各括号中规定的结束日期为止。
6.第２項の期間制限内に修補を行った部品又は機器の瑕疵担保責任の期間は、当該修補が完了し
た日から起算して第２項各号に定める期間の満了日までとする。
7.本条内容中的瑕疵担保责任，不适用于商法（明治 32 年法律第 48 号。包括之后的修订）第 526
条规定。
7.本条に基づく瑕疵担保責任については、商法（明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含む。
）
第 526 条の規定は適用しない。
第 27 条之 2 对本件工程目的物的表明保证
第 27 条の 2 本件工事目的物に係る表明保証
1.承包方在本件工程目的物交接的时间点上，就本件工程以及本发电设备（但光伏组件除外），满足
下列事项，对发包方进行表明和保证。
1.受注者は、本件工事の目的物の引渡しの時点において、本件工事及び本発電設備（ただし、太
陽電池モジュールは除く）が、次の事項を満たしていることを、発注者に対して、表明し保証す
る。
(1)合理地符合法令等，行政标准，业界标准，其他公认标准和规格等。
(1)法令等、行政基準、業界基準その他公の基準・規格等に合理的に合致すること。
(2)未对第三方的特许权等造成任何侵害。
(2)第三者の特許権等を何ら侵害するものでないこと。
(3)本件工程目的物不在第三方（除优先租赁人（在第 34 条第 2 款中定义）以外）的物权或者担保
权，用益物权或者借贷权，第三方占有，其他法律上的承担对象之内。
(3)本件工事の目的物が、第三者(優先貸出人等（第３４条第２項に定義する。
）を除く。)のため
45

茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包招标 招标文件
茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続工事元請け入札依頼書

の物権又は担保権、用益物権若しくは賃借権、第三者の占有その他の法律上の負担の対象となっ
ていないこと。
2.如果违反前项的表明保证，承包方应在自己承担责任和费用的条件下，就该违反所涉及的对本件
工程目的物进行修改或者修补，同时还应就该违反对发包方所造成的损害，损失和费用进行补偿。
2.前項の表明保証の違反があった場合、受注者は、自らの責任及び費用負担において、当該違反
に係る本件工事の目的物を改修又は補修するとともに、当該違反により生じた発注者の損害、損
失及び費用を補償するものとする。

第 5 章 合同内容的变更
第 5 章 契約内容の変更
第 28 条 合同内容的变更
第 28 条 契約内容の変更
1.发包方与承包方在必要时，可在另行协商的基础上，就本件工程的内容进行变更。本件工程内容
的变更导致需要变更工期时，就第 15 条第 4 款的工期以及交付日期的延期一事，承包方可以提出要
进行协商的要求。
1.発注者及び受注者は、必要な場合、別途協議の上、本件工事の内容を変更することができるも
のとする。本件工事の内容の変更により工期の変更が必要になった場合、受注者は、第１５条第
４項に従って工期及び引渡期日の延長につき協議することを請求することができる。
2.发包方与承包方之间根据前项第 1 文的协商，就本件工程内容的变更达成协议时，应根据协议内
容，在承包方制成与该变更相关的设计图纸的基础上，由发包方与承包方之间签订关于本合同的变
更合同，然后按照该变更合同实施本件工程。
2.前項第１文の協議により本件工事の内容の変更について発注者及び受注者間で合意した場合、
合意内容に基づき受注者が当該変更に係る設計図書を作成の上、発注者及び受注者間で本契約の
変更契約が締結された後に、当該変更契約に従い本件工事を実施するものとする。

第 6 章 违约条款
第 6 章 違約条項
第 29 条 交付日期的延误
第 29 条 引渡期日の遅延
1.承包方判断，在交付日期（按照本合同规定延期时，指的是延期后的交付日期。
）之前，无法交付
本发电设备时，应立即将其理由及交付预订日等以书面通知发包方。
1.受注者は、引渡期日（本契約の定めにより延長された場合は延長後の引渡期日を指す。）までに
本発電設備の引渡しを行うことができないと受注者が判断する場合は、直ちにその理由、引渡の
予定日等について、書面により発注者に通知するものとする。
2.承包方在交付日期之前未能交付本发电设备时，发包方对于从交付日期起开始，至本发电设备完
成交付之日为止的天数，可每天征收相当于本合同金额（不含税）10，000 分之 3 的金额，作为延
误损害金。并且，延误损害金的累计额不超过本合同金额（不含税金额。
）的 100 分之 30。
2.受注者が引渡期日までに本発電設備の引渡しを行うことができなかった場合、発注者は、引渡
期日から本発電設備の引渡しが完了した日までの日数について、１日につき本契約金額（税抜き）
の 10,000 分の 3 に相当する金額を遅延損害金として徴収することができる。なお、遅延損害金の
累計額は、本契約金額（税抜きの金額とする。
）の 100 分の 30 を超えないものとする。
3.前项规定在交付日期的延误出于以下其中之一的原因时不适用。
3.前項の規定は、引渡期日の遅延が以下のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1)因气候不顺造成试运转调整或使用前自主检查延误而导致时；
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(1)天候不順による試運転調整又は、使用前自主検査の遅延に起因する場合。
(2)因东京电力 power grid 株式会社或其转包企业等实施的连接工程延误而导致时；
(2)東京電力 power grid 株式会社又はその下請業者等が実施する連系点工事の遅延に起因する場
合。
(3)因不可抗力事由而导致时；
(3)不可抗力事由に起因する場合。
(4)因其他不应归咎承包方责任的事由（承包方无法预料的埋藏物的出现，包括但不限于地下水和地
基污染等。
）而导致时。
(4)その他受注者の責めに帰すことのできない事由（埋蔵物の出現、地下水、地盤汚染等を含むが、
これに限られない。
）に起因する場合。
4.通过支付本条第２款规定的延误损害金，视为承包方对于本工程交付的延误，在合理的范围内已
履行了责任。
4.本条第２項に定める遅延損害金を支払うことにより、受注者の本件工事の引渡しの遅延に関す
る責任は果たされるものとする。

第 7 章 合同的解除等
第 7 章 契約解除等
第 30 条 （发包方的中止权、解除权）
第 30 条 (発注者の中止権、解除権)
1.发包方可通过向承包方发出书面通知，来中止本工程或解除本合同。但是，除该中止或解除是因
不可抗力或归因于承包方的事由情况之外，发包方要为给承包方造成的损害进行赔偿（包括截至该
解除时承包方已履行的完工部分的清算）
。
1.発注者は、受注者に対して書面で通知することにより、本件工事を中止又は本契約を解除する
ことができる。ただし、発注者は当該中止又は解除が、不可抗力による場合を除き、当該中止又
は解除により生じる受注者の損害を賠償（当該解除時までに受注者が履行した出来形の清算を含
む。
）する。
2.产生下列各款其中之一事由时，发包方可无条件地中止本件工程或解除本合同。此时，承包方必
须对伴随该中止或解除而使发包方蒙受的损害立即进行赔偿。
2.次の各号のいずれかの事由が生じた場合、発注者は無条件に本件工事を中止又は本契約を解除
することができる。このとき、受注者は当該中止又は解除に伴う発注者の損害を遅滞なく賠償し
なければならない。
(1)承包方无正当理由而在超过动工日期后仍然未动工开展本件工程时；
(1)受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても本件工事に着工しないとき。
(2)由于归责于承包方的责任事由，本件工程显著落后于工程表，认为在工期内承包方无望完成本件
工程时；
(2)受注者の責に帰すべき事由により、本件工事が工程表より著しく遅れ、工期内に受注者が本件
工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)承包方违反第９条的规定时；
(3)受注者が第９条の規定に違反したとき。
(4)除上述各款规定外，承包方严重违反本合同，认为该违反导致发包方无法实现本合同的目的时；
(4)前各号に定めるほか、受注者が本契約について重大な契約違反をし、その違反により発注者が
本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)承包方严重违反本合同，尽管发包方就该违反进行催告，但承包方在该催告经过１个月后仍然无
纠正时；
(5)受注者が本契約について重大な契約違反をし、当該違反につき発注者の催告にもかかわらず、
受注者が当該催告後１ヶ月を経過してもこれを是正しなかったとき。
(6)尽管需要由发包方与承包方进行协商，但在发包方向承包方提议进行协商后经过●●个工作日，
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承包方无正当理由仍然未同意进行该协商时；
(6)発注者と受注者の協議が必要な場合であるにもかかわらず、発注者が受注者に対し協議を申し
入れた後、●●営業日を経過してもなお、受注者が正当な理由なく当該協議に応じなかったとき。
(7)承包方对自身汇出的票据、接受的票据或支票进行拒付，进行停止支付、中止营业或非经合并的
解散，受到拍卖、扣押、临时扣押或临时处置申请，受到滞纳公共租税或社会保险费的处罚，受到
监管政府机构作出停止营业、吊销营业许可或营业登记的处罚，或被申请执行破产、民事再生、公
司重组、特别清算、特定调停、事业再生ＡＤＲ或相当于此的手续（以下简称“破产手续等”。）时；
(7)受注者が、自己振出手形、引受手形若しくは小切手を不渡りにし、支払停止、営業中止若しく
は合併によらない解散をなし、競売、差押え、仮差押え若しくは仮処分の申し立て、公租公課若
しくは社会保険料の滞納処分、監督官庁による営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消処分
を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停、事業再生ＡＤＲ若しくはこれら
に類する手続（以下、
「倒産手続等」という。）の申立てがされたとき。
(8)就算承包方没有符合第 31 条的理由还是提出解除本合同时。
(8)受注者が第 31 条に該当する理由がないにもかかわらず、本契約の解除を申し出たとき。
(9)根据第 29 条第 2 款的规定发生延迟损害金的累计金额已达到同款规定的上限金额时。
(9)第 29 条第 2 項の規定により、遅延損害金の累計金額は同項規定の上限に達したとき。
3.发包方可通知承包方，随时重新开始因第１款或第２款而被中止的工程。
3.発注者は、受注者に通知して、第１項又は第２項で中止された工事をいつでも再開させること
ができる。
4.因第１款而被中止的本件工程被重新开始时，承包方可对发包方明确提出其理由，请求延长认为
必要的工期和交付日期。
4.第１項により中止された本件工事が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明
示して必要と認められる工期及び引渡期日の延長を請求することができる。

第 31 条（承包方的中止权、解除权）
第 31 条（受注者の中止権、解除権）
1.符合下列各款其中之一的情况时，承包方可作为纠正该事由的期间，设定●●个月的暂缓期间，
向发包方进行催告，在经过该期间后仍然未得到纠正时，可中止本件工程。
1.次の各号のいずれかに該当する場合、受注者は、発注者に対し、当該事由の是正期間として●
●か月間の猶予期間を定めたうえで催告し、当該期間経過後もなお是正されないときは、本件工
事を中止することができる。
(1)发包方拖延进行第４条规定的支付时；
(1)発注者が第４条に定める支払を遅滞したとき。
(2)发包方无正当理由而拒绝进行第 20 条第１款规定的协商时；
(2)発注者が正当な理由なく第 20 条第１項の定めに基づく協議に応じないとき。
(3)发包方无法将本工程用地等提供应承包方使用，从而导致承包方无法开展施工时；
(3)発注者が本件工事用地等を受注者の使用に供することができないため、受注者が施工できない
とき。
(4)除了上述各款之外，因归咎发包方责任的事由而导致本工程显著延误时。
(4)発注者が前各号のほか、発注者の責めに帰すべき事由により本件工事が著しく遅延したとき。
2.第１款的中止事由消除时，承包方应立即重新开始本件工程。
2.第１項の中止事由が解消した場合、受注者は、遅滞なく本件工事を再開する。
3.根据第２款规定，本件工程被重新开始时，承包方可对发包方明确提出其理由，请求延长认为必
要的工期和交付日期。
3.第２項により本件工事が再開された場合、受注者は、発注者に対してその理由を明示して必要
と認められる工期及び引渡期日の延長を請求することができる。
4.符合下列各款其中之一情况时，承包方可解除本合同。
4.次の各号のいずれかに該当する場合、受注者は本契約を解除することができる。
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(1)第１款导致的本工程的中止持续 180 天时；
(1)第１項による本件工事の中止が 180 日間継続した場合。
(2)发包方严重违反本合同，合理认为该违反导致本合同无法履行时；
(2)発注者が本契約について重要な違反をし、その違反によって本契約の履行ができなくなったと
合理的に認められるとき。
(3)发包方对自身汇出的票据、接受的票据或支票进行拒付，进行停止支付、中止营业或非经合并的
解散，受到拍卖、扣押、临时扣押或临时处置申请，受到滞纳公共租税或社会保险费的处罚，受到
监管政府机构做出停止营业、吊销营业许可或营业登记的处罚，或被申请执行破产、民事再生、公
司重组、特别清算、特定调停、事业再生ＡＤＲ或相当于此的手续（以下简称“破产手续等”。）时；
(3) 発注者が、自己振出手形、引受手形若しくは小切手を不渡りにし、支払停止、営業中止若し
くは合併によらない解散をなし、競売、差押え、仮差押え若しくは仮処分の申し立て、公租公課
若しくは社会保険料の滞納処分、監督官庁による営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消処
分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停、事業再生ＡＤＲ若しくはこれ
らに類する手続（以下、
「倒産手続等」という。
）の申立てがされたとき。
(4)承包方尽管没有符合第 31 条所述的各种理由，仍提出申请解除本合同时
(4)受注者が第 31 条に該当する理由がないにもかかわらず、本契約の解除を申し出たとき。
5.第１款或第４款的情况下，承包方可向发包方要求就损害进行赔偿（包括截至该解除时承包方已
履行的完成部分的清算。）
。
5.第１項又は第４項の場合、受注者は、発注者に損害の賠償（当該解除時までに受注者が履行し
た出来形の清算を含む。
）を請求することができる。

第 32 条（伴随解除的措施）
第 32 条（解除に伴う措置）
1.本合同被解除时，发包方从承包方处承接本件工程已完成部分及已检查的工程用器材、工程用设
备，发包方与承包方双方应就其代价通过协商进行结算。但是，发包方判断，将本工程用地等恢复
原状在社会通常理念上合理时，发包方可要求承包方将本工程用地等恢复原状，承包方必须予以同
意。
1.本契約が解除された場合、発注者は、受注者より本件工事の出来形部分と検査済の工事用資材、
工事用機器を引き受けるものとし、その対価については発注者・受注者双方が協議して精算する
ものとする。ただし、本件工事用地等の原状回復が社会通念上合理的であると発注者が判断した
場合には、発注者は受注者に対して本件工事用地等の原状回復を請求することができ、受注者は
これに従わなければならない。
2.根据第 1 款，发包方向承包方支付结算款时，发包方可根据本合同的规定对承包方扣除损害赔偿
请求金额。通过扣除该金额而对结算款进行支付时，在发包方通知承包方已扣除该金额并完成支付
结算款之时，完成部分的所有权将从承包方转移至发包方。当能够扣除的金额低于损害赔偿请求金
额时，发包方可向发包方承包方就不足部分提出请求。
2.第 1 項によると、発注者は受注者に、決算金を支払うときに、本契約の定めに従って損害賠償
請求金額を控除することができる。当該金額を控除してから決算金を支払う時、受注者に当該金
額が控除済み且つ決算金支出の完了を知らせる時点で、完了部分の所有権は受注者から発注者へ
転換しようとする。控除可能な金額が損害賠償請求金額を下回る時に、発注者は発注者と受注者
の不足部分に請求することができる。
3.发包方根据第３０条第２款的规定解除本合同，根据精算的结果，出现过多支付时，承包方应对
过多支付部分，从接受该支付之日起按照法定利率●●%计算利息后返还给发包方。
3.発注者が第３０条第２項に基づき本契約を解除し、精算の結果、過払がある場合、受注者は、
過払額について、その支払を受けた日の翌日から年●●％の割合による遅延損害金を付して発注
者に返還するものとする。
4.本合同被解除时，承包方对其拥有的工程用器材、工程用设备，在相当的期间内进行接收、收拾
等处置。
4.本契約が解除された場合、受注者は、受注者の所有に係る工事用資材、工事用機器について、
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相当期間内に引取・後片付けなどの処置を行う。
5.前项的处置出现迟延时，发包方可向承包方催告应在相当的期间内进行处置，如果即使进行了该
催告，在没有正当理由的情况下仍然未进行该处置时，发包方可替代承包方进行，并向承包方就所
需的费用提出请求。
5.前項の処置が遅れている場合、発注者は受注者に相当期間内に処置すべく催告をし、当該催告
にもかかわらず、正当な理由なく、なおその処置が行われない場合、発注者は受注者に代わって
これを行い、これに要した費用を受注者に請求することができる。
6.根据第１款进行的原状恢复所需费用及根据第４款采取的措施所需费用，在应归咎发包方责任的
事由而使本合同被解除的情况下由发包方承担，其他情况下由承包方承担。并且，即使由发包方承
担该费用，承包方也应在实际业务方面尽合理的努力，使该费用被控制在最小限度。
6.第１項に基づく原状回復に要する費用及び第４項に基づく措置に要する費用は、発注者の責め
に帰すべき事由により本契約が解除された場合は発注者が負担し、その他は受注者が負担する。
なお、発注者が当該費用を負担する場合においても、受注者は当該費用を最小限に留めるよう実
務上合理的な努力を尽くすものとする。
第 32 条之 2 损害赔偿
第 32 条の 2 損害賠償
发包方与承包方如果违反本合同规定（包括违反第 27 条之 2 约定的表明保证的情况。）
，给对方造成
损害时，必须赔偿对方所遭受的损害，损失和费用等。并且，如果在本合同中有单独的损害赔偿规
定，或者补偿规定时，应遵照相关规定。
発注者及び受注者は、本契約の規定に違反し（第２７条の２に定める表明保証違反の場合を含む。）、
相手方に損害を与えた場合には、相手方がこれにより被った損害、損失及び費用等を賠償しなけ
ればならない。なお、本契約に個別に損害賠償規定又は補償規定がある場合にはその規定に従う
ものとする。

第 8 章 免责条款
第 8 章 免責条項
第 33 条 免责
第 33 条 免責
1.不受本合同其他条款规定所限，不论其请求原因如何，只要不是故意或者出现重大过失，关于本
合同产生的损害或费用等之中，符合以下各款其中之一时，承包方不承担责任。
1.本契約の他の条項の定めに拘らず、その請求原因の如何を問わず、受注者は、本契約に関して
生じた損害又は費用等のうち、以下の各号のいずれかに該当するものについては責任を負わない
ものとする。
(1)因电力损失导致的所失利益（发电停止导致的所失利益、停电导致的所失利益）
；
(1)電力損失による逸失利益（発電停止による逸失利益、停電による逸失利益）。
(2)补充替代电源的费用；
(2)代替電源手当のための費用。
(3)伴随电量交易而增加的费用；
(3)電力融通に伴う増加費用。
(4)停电导致第三方受到的损害；
(4)停電により第三者に生じた損害。
(5)发包方向第三方进行赔偿所需的费用；
(5)発注者が第三者への賠償に要した費用。
(6)因电力收购价格的变动而受到的损害；
(6)電力の買取価格の変動に起因する損害。
50

茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包招标 招标文件
茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続工事元請け入札依頼書

(7)因电力供应合同而受到的损害及其他关于发包方与第三方之间的合同而受到的损害；
(7)電力供給契約に起因する損害その他発注者と第三者との契約に関して生じた損害。
(8)其他一切特别损害或间接损害。
(8)その他一切の特別損害又は間接損害。
2.承包方关于本合同的损害赔偿额（延误损害金。）的累计总额不论其请求原因如何，不应超过合同
金额（不含税）
。
2.本契約に関する受注者の損害賠償額（遅延損害金を含む。）の累計総額は、その請求原因の如何
を問わず、契約金額（税抜き）を超えないものとする。

第 9 章 合同上的地位的转让等
第 9 章 契約上の地位の譲渡等
第 34 条 权利义务或合同上的地位的转让
第 34 条 権利義務又は契約上の地位の譲渡等
1.发包方与承包方不论名称形式如何，不得将关于本合同的权利义务的全部或一部分转让给第三方，
或作为其他权利目的。但是，事前以书面形式得到对方同意时不受此限。
1.発注者及び受注者は、名称形式の如何を問わず、本契約に関する権利義務の全部又は一部を第
三者に譲渡し、又は他の権利の目的とすることはできない。ただし、事前に書面により相手方の
承諾を得た場合はこの限りでない。
2.不管前项如何规定，需要承包方予以协助的是：为了按照发包商和提供给发包商资金的金融机关
等（以下简称“优先租赁人等”。）之间预备签订的金钱消费借贷合同（不论是哪种合同名称）（包
括之后的变更，以下简称“本件借贷合同”）
，以及与之相关联的所有合同内容担保发包人的所有债
务，就本合同中发包方在合同上的地位，又或者是全部或部分的权利义务方面，设定与让渡，让渡
预约相关的预约完结权，或者设定担保权（纳入假定抵押权设定的工厂财团，或者根担保权的设定
也包括在内。下同）
。被担保债权一经让渡，转移该担保权或者预约完结权，或者对于由于执行担保
权（包括任意出售）或者行使预约完结权，继承了合同中的地位又或是继承了全部或部分的权利义
务一事，根据合同内容应事先同意该事。此种情况下，对于同意对该担保权等进行设定等，具备其
他的该担保权等的对立要项，执行和行使该担保权等所必须处理的手续，承包方应予以协助。
2.前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者と発注者に対して資金を供与する金融機関等（以
下「優先貸出人等」という。
）との間で締結予定である金銭消費貸借契約書（名称の如何を問わな
い。
）
（その後の変更を含み、以下「本件貸付契約」という。）及びこれに関連する一切の契約に基
づく発注者の全ての債務を担保するために、本契約に基づく発注者の契約上の地位又はこれに基
づく権利義務の全部又は一部につき、譲渡、譲渡予約に係る予約完結権の設定、若しくは担保権
の設定（抵当権設定が想定される工場財団への組み入れ又は根担保権の設定を含む。以下同じ。）
を行うこと、被担保債権の譲渡に伴い当該担保権若しくは予約完結権が移転すること、又は担保
権の実行（任意売却を含む。
）若しくは予約完結権の行使により契約上の地位又はこれに基づく権
利義務の全部又は一部が承継されることについて、本契約をもって予め承諾するものとする。こ
の場合、受注者は、当該担保権等の設定等への承諾その他当該担保権等の対抗要件の具備並びに
当該担保権等の実行及び行使に必要な手続に協力するものとする。
3.承包方不得做下列事情：将本件工程目的物和完成检查的施工用器材转让给第三方，设定担保权，
或者进行其他处理。
3.受注者は、本件工事の目的物並びに検査済の工事用資材を第三者に譲渡、担保権の設定又はそ
の他の処分をすることはできない。
4.承包方不得将本合同中发包商所有承担的债务作为受动债权，抵消本合同中发包方所拥有的债权。
4.受注者は、本契約に基づき発注者に対して有する債権について、本契約に基づき発注者に対し
て負担する債務を受働債権として相殺を行うことができない。
5.发包方不得将本件工程目的物或其他成果物所涉及到的著作权法第 2 章和第 3 章中规定的承包方
的权利，转让给第三方，或者让第三方继承。
5.受注者は、本件工事の目的物又はその他の成果物に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する
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受注者の権利を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。

第 10 章 一般条款
第 10 章 一般条項
第 35 条 法令等的遵守
第 35 条 法令等の遵守
1.发包方与承包方关于本合同规定的义务的履行，必须遵守适用的法令等。
1.発注者及び受注者は、本契約上の義務の履行に関し、適用される法令等を遵守しなければなら
ない。
2.发包方与承包方关于本合同规定的义务的履行，必须由自身负责并承担费用，办理本合同或本合
同规格书中规定的应自行实施的一切许可认证、申报、申请及其他法律手续，适时履行一切有义务
进行的支付或缴付。
2.発注者及び受注者は、本契約上の義務の履行に関し、自らの責任及び費用負担において、本契
約又は本契約仕様書において自らが実施すべきと定められた一切の許認可、届出、申請その他の
法的手続を行うものとし、支払い又は納付を義務付けられている全ての支払い又は納付を適時に
行うものとする。

第 36 条 反社会势力的排除
第 36 条 反社会勢力の排除
1.本条中的反社会势力指暴力团、暴力团员、暴力团准成员、暴力团相关企业、捣乱股东、政治敲
诈勒索组织、特殊智能暴力集团及其他于此同等者。
1.本条において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会
屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。
2.发包方与承包方声明并保证，自身在目前及将来均不属于下列各款其中之一。
2.発注者及び受注者は、現時点及び将来にわたって、自らが次の各号のいずれにも該当しないこ
とを表明し確約する。
(1)为反社会势力或曾为反社会势力；
(1)反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)由反社会势力控制经营；
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表人、责任人或实质参与经营的人员为反社会势力；
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)被公众认为进行了暴力性或威胁性的犯罪行为，或通过报道及其他方式而被一般所认为，或与此
类人员有关联。
(4)暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般
に認識されること又はこの者とかかわり、つながりを持つこと。
3.发包方与承包方声明并保证，与反社会势力不具有下列各款其中之一的关系，将来也不会具有。
3.発注者及び受注者は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も持たな
いことを表明し確約する。
(1)不为谋求自身或第三方的不正当的利益而利用反社会势力的关系；
(1)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用する関
係。
(2)对反社会势力提供资金等，或提供方便等，参与反社会势力的关系；
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(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関
係。
(3)其他应受到社会指责的关系。
(3)その他社会的に非難されるべき関係。
4.发包方与承包方向对方保证，不由自身或利用第三方进行下列各款其中之一的行为。
4.発注者及び受注者は、相手方に対して、次の各号のいずれの行為も、自ら又は第三者を利用し
て行わないことを確約する。
(1)暴力性要求行为；
(1)暴力的な要求行為。
(2)超出法律责任的不当的要求行为；
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)针对交易使用威胁性言行或暴力的行为；
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)散布流言，或通过伪造、暴力来损伤对方信用或妨碍对方业务的行为；
(4)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨
害する行為。
(5)其他等同上述各款的行为。
(5)その他前各号に準ずる行為。
5.发包方与承包方保证，自身为履行本合同而利用的人员（不论是个人还是法人。并且，包括高管、
员工、多次交易对象等经由第三方使用的人员等。以下简称“履行辅助者”。
）符合第 2 款各款其中
任何情况、具有第 3 款各款其中任何关系、或做出前项各款其中任何行为时，立即解除与该履行辅
助者签订的合同，或为解除合同而采取措施。
5.発注者及び受注者は、自らが本契約の履行のために用いる者（個人か法人かを問わない。また、
役員、使用人、数次の取引先など第三者を介して用いる者等を含む。以下「履行補助者」という。）
が、第 2 項各号のいずれかに該当し、第 3 項各号のいずれかの関係を持ち、又は前項各号のいず
れかの行為を行ったときには、ただちに当該履行補助者との契約を解除し、又は契約解除のため
の措置を採ることを確約する。
6.发包方与承包方保证，关于本合同的履行，自身或履行辅助者受到反社会势力的不当要求或业务
妨碍等不当介入时，应予以拒绝，或让履行辅助者予以拒绝，同时迅速将该事实向对方进行报告，
为对方向搜查机关进行通报予以必要的协助。
6.発注者及び受注者は、自ら又は履行補助者が、本契約の履行に関連して、反社会的勢力から不
当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は履行補助者をして拒否
させるとともに、すみやかに当該事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報に必要な協
力を行うことを確約する。
7.发包方与承包方违反上述５款中任何一款声明或保证时，对方无需任何催告，即可解除本合同。
7.発注者及び受注者が前５項の表明又は確約のいずれかに反した場合には、相手方は何らの催告
を要しないで、本契約を解除することができる。
8.发包方与承包方根据前项规定解除本合同时，即使对方受到损害，也无需对此进行任何赔偿，并
且，因该解除而使自身受到损害时，可要求对方就此损害进行赔偿。
8.発注者及び受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、
これを賠償することを一切要せず、また、当該解除により自らに損害が生じたときは、相手方に
その損害の賠償を請求できるものとする。

第 37 条 出口限制
第 37 条 輸出制限
发包方将根据本合同而得到披露的秘密信息（在下条中进行定义。）带到国外或提供给非居住者时，
应遵守相关所有日本国及适用的外国的相关法令、规则及命令（包括“外汇及外国贸易法”。）的规
定。发包方对于有可能成为劳务提供对象的信息，按照相关所有日本国及适用的外国的相关法令、
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规则及命令（包括“外汇及外国贸易法”。
）的规定进行管理。
発注者は、本契約により開示を受けた秘密情報（次条に定義する。）を国外へ持出し又は非居住者
に提供する場合、関連するすべての日本国及び適用される外国の関連法令、規則及び命令（「外国
為替及び外国貿易法」を含む。
）の定めを遵守するものとする。発注者は役務提供の対象になる可
能性のある情報については、関連するすべての日本国及び適用される外国の関連法令、規則及び
命令（
「外国為替及び外国貿易法」を含む。）の定めに従って管理を行うものとする。

第 38 条 保密
第 38 条 秘密保持
1.发包方与承包方对于对方在关于本合同进行披露时指定为秘密的信息（以下简称“秘密信息”。），
在交付本发电设备之日起５年以内，只要事前未经对方书面同意，便不得向第三方进行披露或泄漏，
并且不得用于履行本合同以外的其他目的。但是，下列各款规定的情况不属于秘密信息。
1.発注者及び受注者は、本契約に関して相手方から秘密である旨を特定されて開示された情報（以
下「秘密情報」という。
）を、本発電設備の引渡日から 5 年間を経過するまでの期間、事前の相手
方の書面による承諾がない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、かつ本契約の履行以外の
目的に使用してはならない。ただし、次の各号に定めるものは秘密情報に該当しないものとする。
(1)由披露当事方进行披露时既已为公众所知的信息；
(1)開示当事者による開示がなされた時点において、既に公知であった情報。
(2)由披露当事方进行披露以前既已为自身拥有的信息；
(2)開示当事者により開示される以前に自らが既に所有していた情報。
(3)由披露当事方进行披露之后，因不归咎接受披露的当事方的责任而为公众所知的信息；
(3)開示当事者により開示がなされた後に、開示を受けた当事者の責めに因らず公知になった情報。
(4)不论是在由披露当事方进行披露之前或是之后，由拥有正当的披露权限的第三方合法披露的信息；
(4)開示当事者により開示がなされた時点の前後を問わず、開示につき正当な権限を有する第三者
から合法的に開示された情報。
2.不受前项规定所限，发包方与承包方在下列各款规定的情况下，可在必要的限度内披露秘密信息。
此种情况下，发包方和承包方，应约束该开示方有与本条义务同等的义务，如果该开示方违反义务
导致对方受到损害时，应对该损害进行赔偿。
2.前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に定める場合、必要な限度において
秘密情報を開示することができる。この場合において、発注者及び受注者は、当該開示先に対し
て本条に基づく義務と同等の義務を課すものとし、当該開示先が義務に違反したことにより相手
方が損害を被ったときは、当該損害を賠償するものとする。
(1)向各当事方的母公司或子公司（指关于财务报表等的用语、格式及制成方法的规则（昭和 38 年
大藏省令第 59 号）第８条第３款中的规定。）、相关公司（指同条第５款中的规定。
）或转包方等，
或优先租赁人等进行披露时；
(1)各当事者の親会社若しくは子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和
38 年大蔵省令第 59 号）第８条第３項に定めるものをいう。）、関連会社（同条第５項に定めるも
のをいう。
）又は下請人等若しくは優先貸出人等に開示する場合。
(2)向法律上负有守秘义务的律师、注册会计师、税务师、不动产鉴定师等专家进行披露时；
(2)法律上の守秘義務を負う弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家に開示する場
合。
(3)根据法令等及法院和行政机构的要求进行披露时。此时，在进行披露之前，只要不与法令等相抵
触，便必须在与披露该秘密信息的一方进行协商的基础上，采取妥善的保密措施。
(3)法令等並びに裁判所及び行政官庁の要請により開示が要求される場合。この場合、開示に先立
って、法令等に抵触しない限り、当該秘密情報を開示した者と協議の上、適切な秘密保持の措置
を講じなければならない。
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第 39 条 责任财产限定
第 39 条 責任財産の限定
依照本合同内容发包方对承包方债务的支付，是发包方在现在或者将来所有的，只有其他的发包方
在法令等中或者在合同权限中所拥有的权利，要求权，资产，其他所有的财产（以下统称“责任财
产”
。）可以作为抵押，该支付的抵押不涉及发包商所拥有的其他资产。从责任财产中充当后，如果
承包方另外还留有对发包方的债权，视为承包方自动放弃该遗留部分的债权。
本契約に基づく発注者の受注者に対する債務の支払は、発注者が現在又は将来において所有しそ
の他発注者が法令等上又は契約上権限を有する権利、請求権、資産その他の一切の財産（以下、
総称して「責任財産」という。
）のみを引当として行われ、その支払の引当は、発注者の有する他
の資産には及ばない。責任財産から充当した後に、なお受注者の発注者に対する債権が残存する
場合には、受注者は当然にその残存する債権を放棄したものとみなす。

第 40 条 破产申请权等的不行使
第 40 条 倒産申立権等の不行使
1.依照本件借贷合同和与之相关的所有合同内容，在完全还清优先租赁人等的债务之前，承包方不
得为了满足自己的债权需求，强制执行发包方的财产或者对其进行保全处理，并且，约定不行使该
强制执行和保全命令的申请。
1.受注者は、本件貸付契約及びこれに関連する一切の契約に基づく優先貸出人等に対する全ての
債務が完済されるまでの間、自己の債権の満足のために発注者の財産について強制執行又は保全
処分を行わず、かつ、かかる強制執行及び保全命令を申し立てる権利を行使しないことを約する。
2.发包方在依据本件借贷合同以及与之相关的所有合同内容，还清所有优先租赁人等的债务当日算
起，在经过 1 年又 1 天之前，承包方应承诺不在该时间期限内开始申请破产手续等。
2.受注者は、発注者について、本件貸付契約及びこれに関連する一切の契約に基づく優先貸出人
等に対する全ての債務の完済日から 1 年と 1 日が経過するまでの間、倒産手続等の開始の申立て
を行わないことを約する。

第 41 条 留置权的不行使
第 41 条 留置権の不行使
承包方对于本件工程目的物，应约定不行使民法第 295 条的留置权，民法第 311 条的动产先取特权，
民法第 325 条不动产工程先取特权，商法第 521 条留置权，和民法第 533 条同时履行的辩护权。
受注者は、本件工事の目的物について、予め民法第 295 条に基づく留置権、民法第 311 条に基づ
く動産の先取特権、民法第 325 条に基づく不動産工事の先取特権、商法第 521 条に基づく留置権、
及び民法第 533 条に基づく同時履行の抗弁権を行使しないことを約する。

第 42 条 审理管辖
第 42 条 裁判管轄
对于因本合同引起或与之相关的诉讼，以东京地方法院为一审专属协议管辖法院。
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 43 条 特殊条款
第 43 条 特殊条項
发包方及承包方就本项目中，承包方对已经实施的造地工程的准备工作（包括砍伐、除根工程、施
工道路的建设工程等）
，该准备工作的相关费用已包含在本合同金额内的事项，以及对承包方在本合
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同签订日前作为准备行为而实施的工程，应视为本合同项下的本件工程，且应适用本合同的规定（包
括瑕疵担保责任）的事项进行确认。承包方应与该准备工作的直接承包商或者造地工程的承包商之
间进行必要的结算，发包方在该方面无需承担任何责任。
発注者並びに受注者は、本プロジェクトにおいて、受注者が実施済みの土地建設工事の準備作業
(伐採、根部除去工事、施工道路の建設工事等を含む)について、当該準備作業に関連する費用は
本契約金額での事項に入れた、及び契約締結日前に受注者への準備行為として実施した工事を本
契約項目内の本件工事と見なし、且つ本契約の規定に適用する事項に確認を行うべく。受注者は
作業準備の直接受注者又は土地建設の受注者との間に必要な決算を行うべき、発注者は当該方面
に一切の責任を負う必要がない。

第 44 条 协商条款
第 44 条 協議条項
关于合同文件的解释产生疑议及合同文件中未规定的事项，由发包方与承包方经协商后决定。
契約書類の解釈について生じた疑義及び契約書類に定めのない事項については、発注者及受注者
が協議の上これを決定するものとする。
作为签订本合同的证明，本书制成一式两份，双方签名盖章之后，各持有一份。
本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印の上、各１通を保有する。
第 45 条 合同附件
第 45 条 契約添付ファイル
（1）技术协议
（1）技術合意書
（2）安全协议
（2）安全合意書

年●●月●●日
年●●月●●日

发包方（地址）●●
発注者（場所）●●
（公司名称）●●
（会社名）●●

承包方（地址）●●
受注者（場所）●●
（公司名称）●●
（会社名）●●
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合同附件（1）
：
契約添付ファイル（1）
：
技术协议
技術合意書
1.设计、采购、施工标准及规范
1.設計・調達・施工の基準及び規範
本光伏电站建设工程的材料、设备、施工须达到下列现行日本国或行业的工程建设标堆、规范的要
求，但不限于下列规范：
本太陽光発電所建設工事に関わる資材、設備機器、施工は、下記に記載されている日本現行のま
たは業界の工事建設基準、規範の要件を満たさなければならない。下記のものを含むが、それに
限らない
1）
《日本电气设备技术标准及解释》
1）
『電気設備技術基準及び解釈』
2）
《日本工业行业标准》
（JIS）
2）
『日本工業規格』
（JIS）
3）
《日本电气规格调查会标准规格》
（JEC）
3）
『日本電気規格調査会標準規格』
（JEC）
4）
《日本电机工业会规格》
（JEM）
4）
『日本電機工業会標準規格』
（JEM）
5）
《日本电气协会电气技术规程》
（JEAC）
5）
『電気技術規格』
（JEAC）
6）
《日本电线工业规格》
（JCS）
6）
『日本電線工業会標準規格』
（JCS）
7）
《日本电池工业会规格》
（SBA）
7）
『電池工業会規格』
（SBA）
8）
《日本建筑工事标准式样书》
（日本建筑学会）
8）
『建築工事標準仕様書』
（日本建築学会）
9）
《日本建筑基础设计构造设计指针》（日本建筑学会）
9）
『建築基礎構造設計指針』
（日本建築学会）
10）日本 FIT 法
10）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT 法）
11）日本劳动基本法
11）労働基準法
12）日本劳动安全卫生法
12）労働安全衛生法
13）日本电气事业法
13）電気事業法
14）日本消防法
14）消防法
15）日本建筑业基本法
15）建築業基本法
16）其他相关条例（自然环境保护、绿化等条例）
16）その他関連条例（自然環境保護、緑化等の条例）
17）其他相关法规（道路法、河川法、沙防法、土壤污染对策法等）
17）その他関連法規（道路法、河川法、砂防法、土壌汚染対策法等）
18）其他日本相关法律、法规、条例
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18）その他日本においての関連法律、法規、条例
2.主要技术要求
2.主要技術要件
2.1 工程承包范围
2.1 工事請負範囲
本项目勘察设计、材料采购、土建工程施工、设备安装及调试、移交生产、通过验收，具体包括但
不限于：
本工事の実地調査設計、資材調達、土建工事施工、設備設置及び手直し、生産移管、検収合格に
ついては、具体的な内容を含むが、これに限られない。
1）工程勘察设计，包括场址勘察、测量光伏方阵布置、支架、电缆敷设等。
1）工事の実地調査設計は、敷地住所の実地調査、太陽光レイアウト、架台、ケーブル敷設の測量
等を含む。
2）光伏组件、支架、电线管、电力及控制电缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购。
2）太陽電池モジュール、架台、電線管、電力及びコントロールケーブル、光ケーブルの一部並び
にすべて施工に関わる資材の調達。
3）支架、光伏组件、电线管、电线电缆安装
3）架台、太陽電池モジュール、電線管、電線、ケーブルの据付。
4）与现有站内电气系统连接（1、4、5、6 号中间变电站）
，系统调试；
4）変電所で既存の電気システムとの接続（ナンバー1、4、5、6 中央変電所）
、システムのデバッ
グ。
5）平整土地、电缆沟挖掘、回填土，部分围栏拆除及恢复等。
5）土地の平準化、ケーブルピットの掘り出し、土地の埋め戻し、一部分フェンスの撤去及び回復
等。
6）工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求；
（即便在招标范围内没有载明，
但实际是确保项目发电运行、确保通过验收所必须的，满足当地政府及相关部门要求的，则需纳入
该工程范围。投标人作为一个有经验的建设方应充分考虑到此类相关风险并已将之计入风险费用中，
工程合同总价不做变动。)
6）工事設計、施工と設備型番の選択は、現地環境保護、消防、電力供給等の要求を満たすべきで、
(入札募集の範囲内に記載されていないが、実際にはプロジェクト発電運行と検収取得を確保する
ために必要なので、当該工事範囲に納入される必要である。応札者は経験豊富な建築業者として、
そのような関連リスクを十分に考慮し、それをリスク費用に計上した、工事契約の総価格が変更
されない。)
7）EPC 保证的直流侧光伏组件安装容量 1.3727MW。
7）EPC が保証した直流側太陽電池モジュール据付の容量は 1.3727MW である。
2.2 主要设备要求
2.2 主要設備要件
1）正常工作条件
1）正常稼働条件
设备应在下述条件下连续工作，需满足其所有性能指标。
機器設備は下記条件のもとに連続稼働し、すべての性能指標を満たさなければならない。
·环境温度：－25℃～＋50℃（光伏电池组件、汇流箱和逆变器）；
·環境温度: -25℃〜＋50℃（太陽電池モジュール、PCS、AC 集電箱）
·相对湿度：≤90％（25℃）
；
·相対湿度: ≦90%（25℃）
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·海拔高度：≤2000m；
·標高
: ≦2000m
·最大风速：根据当地气象统计数据，满足抗台风要求。
·最大風速: 当該地域の気象データによって、台風による強風災害への対策要求を満足できる
2）符合日本国 JEC 标准；
2）日本 JEC 基準を満たす。
3）有 2MW 以上特高压项目运行业绩，符合东京电力公司要求，准许并网；
3）2MW 以上の特高圧プロジェクトでの運転実績があり、東京電力の要件を満たし、系統連系許可
を取れるもの。
4）适应使用环境；
4）使用環境に適応できる。
5）内部主要设备、电子元器件全部用工业级或以上级别；
5）内部の主要機器設備、電子部品は、全部工業レベルまたはそれ以上のものを使用する。
6）电气设备输出的电压、频率、谐波含量、功率因数等满足东京电力公司要求；
6）電気設備の出力電圧、周波数、高調波含有率、効率係数等が東京電力の要件を満たす。
7）控制保护功能齐全，满足东京电力公司、经产省保安监督部等相关要求；
7）制御保護性能を完備し、東京電力、経産省保安監督部などによる要件を満たす。
8）光伏组件的选型，满足经产省的批复要求；
8）太陽電池モジュールの仕様選定には、経産省による認定内容を満たす。
9）具有通用的通讯接口，满足发包方远程监控技术要求。
9）汎用の通信接続口を持ち、発注者による遠隔監視システムへの要求を満たす。
2.3 特殊要求
2.3 特殊要件
本工程，招标人库存设备、材料情况如下：
本工事において、応札者の在庫機器、資材情況は、下記のとおりである。

欧贝黎组件 EP156M/60-265W
Eoplly モジュール EP156M/60-265W

3，780

块
本

苏美达组件 PS265M-20U
スメックグ・モジュール

1，104

块
本

架台
架台

0

套
セット

桩
杭

0

根
本

汇流箱 12 支路
接続箱 12 支路

17

台
台

投标人须利用招标人库存设备、材料，在设计、安装时应该考虑到优化利用场地、与原系统兼容，
同时降低本工程的造价，剩余物资退回给招标人。
応札者は応札者の在庫機器、資材を利用し、設計とインストールの時に、現場使用の最適化、従
来のシステムとの互換性を考えるとともに、本工程のコストを削減し、余分の資材を応札者に返
却するものとする。

3.提交图纸及技术资料
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3.図面及び技術資料の引渡し
3.1 正式开工前需提供的资料,包括但不限于：
3.1 正式着工前に提供する必要な資料は、下記のものを含むが、これに限られない。
①工期表；
①工期表
②造地计划图；
②土地建設計画図
③光伏组件铺设图；
③太陽電池モジュールレイアウトマップ
④单线接线图；
④単線配線図
⑤电缆线路敷设图（箱变设备至 66kV 特高压设备）
；
⑤ケーブル回路レイアウトマップ（ボックス型変電所の設備から 66kV 特高圧設備）
⑥发电量计算结果（单年，20 年）
；
⑥発電量計算結果（シングル年、20 年）
⑦各设备、材料式样书；
⑦各機器、材料仕様書

3.2 工程竣工时提交完整的竣工图纸及文件,包括但不限于：
3.2 工事が竣工した時点で、引き渡す必要なのは、全体の竣工図及び文書を含むが、これに限ら
れない。
①各类试验成绩书
①様々な試験成績書
②竣工图，文件材料
②竣工図、文書材料
※图纸，技术文件材料方面，需提交一整套的 CAD 数据，电子档文件，纸质档文件（1 份）
。
※図面、技術文書材料について、フルセットの CAD データ、電子ファイル、紙式文書（1 部）を
引き渡す必要がある。
4.竣工验收要求
4.竣工検収要求
本工程的验收工作，将参照电气事业法所规定的验收要求实施。具体要求参照《电气事业法施行规
则第 73 条 4 中规定的使用前自主检查方法的解释》
。
本工事の検収は、電気事業法に定める検収要求に基づいて実施する。具体的な要求は、
「電気事業
法施行規則第 73 条の 4 に定める使用前自主検査の方法の解釈」に従う。
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合同附件（2）
：
契約添付ファイル（2）
：
安全协议
安全合意書
根据承包合同的相关规定，针对以上工程施工，确保遵守以下事项：
請負契約の関連規定に基づき、上記のプロジェクトに対し、以下の事項を遵守する。
１．在施工过程中，诚实遵守劳动安全生产法，建设劳动者雇用改善法等相关法令，以及贵司规定
的安全生产管理规则（现场施工规则）
，现场规则・标准，作为总承包方对安全生产负责，进行施工。
１．行中、労働安全生産法、建設労働雇用改善法等の関連法令及び貴社の規定する安全管理規定
（現場施行規則）
、現場規定・基準を遵守する。総 請 負 業 者 として安全生産責任を負い、施行す
る。
２．在积极参加贵司举办的各种防灾培训以及活动的同时，本司也将负责实施相关教育培训，并且
主动实施安全巡视等安全活动。
２．貴社により開催される各種防災教育及びイベントに積極的に参加すると同時に、弊社も関連
教育の実施を担当し、安全視察など安全活動を積極的に行う。
３．选择任命对安全生产业务有足够能力和丰富经验的安全生产责任者，赋予其常驻现场并且在安
全生产方面进行处置的权限，明确任务进行管理。
３．安全生産業務に十分な能力と経験のある安全生産責任者の選択や任命を行い、現場に常駐す
る権限及び安全生産面について処置する権限を与え、任務を明確にし、管理する。
４．在成为特定总承包方的情况下，选任统括安全生产责任者，安全生产管理者，在赋予其安全生
产统括管理权限的同时，对于分包商也监督和指挥其明确安全生产任务。
４．特定総 請 負 業 者 になる場合、統括安全生産責任者、安全生産管理者を選択任命する場合、
安全生産統括管理権限を与える同時に、下請け業者に対しても、その安全生産任務の明確化を監
督し、指揮する。
５．安全生产责任者要与统括安全责任者密切联系，对于统括安全责任者的指示和联络事项要尽早
尽快向相关人员进行通知传达。
５．安全生産責任者は統括安全責任者と密接に連携し、統括安全責任者の指示と連絡事項をでき
るだけ早期に迅速に関連人員に通知する。
６．对于计划在施工场地内使用的重型机械，电气设备，在使用前对其性能・安全性进行确认，办
理相关手续。并且对其进行定期的检测和维护。
６．業務範囲内で使用される大型機器や電気設備に対し、使用前にその性能・安全性に対し確認
を行い、関連する手続きを処理し、その定期的検査と補修を行う。
７．本司所有的以及贵司提供的重型机械，电气设备，对其进行日常和定期的检测和维护，并且向
贵司提交相关记录。
（包含电源以及自来水的取水，排水）
７．弊社すべての大型機器、電気設備及び貴社の提供する大型機械、電気設備に対し、日常的及
び定期的検査と補修を行い、貴社に関連記録を提供する。(電源及び水道水の給水、排水を含む)
８．劳动安全生产法以及其他相关法令所规定的业务，必须由具备相关规定资格资质的人员来进行
作业。遵照法令规定选派各种施工责任者，施工指挥者，统括安全责任者，并且向贵司进行汇报后，
让其行使施工的监督和指挥权。
８．労働安全衛生法及びその他関連法令に規定される業務は必ず関連資格や資質を持つ人員が作
業しないといけない。法令規定に基づき、各種プロジェクト責任者、施工指揮者、総括安全責任
者を任命し、貴社に報告した後、該当人員の業務に対する監督権と指揮権を行使してもらう。
９．按照法令规定，提交业务・安全生产的相关申请，在遵守现场并完善施工条件的同时，在贵司
有要求的情况下也提出必要的书面材料。
９．法令規定に基づき、業務・安全衛生に関する申請を提出し、現場を遵守し条件を整える同時
に、貴社が要求する場合、必要な書面資料を提出する。
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10．遵照劳动安全生产法实施各种健康诊断，安排身体状况健康的人员实施作业。
10．労働安全衛生法を遵守し、各種健康診断を実施し、健康状況のいい人員を作業に命じる。
11．女性，年少者以及原则上 60 岁以上的高龄者，禁止其使用有机溶剂，禁止其从事高空作业・重
体力劳动・高气压作业・隧道内作业等具有危险性或者有危害性的工作。
11．女性、年少者及び原則上 60 歳以上の高齢者に対しては、有機溶剤、高空作業、高気圧作業・
トンネル内作業等危険性の伴うあるいは危害性の伴う作業を禁止する。
12．结合施工内容遵守佩戴或使用安全帽・安全带・口罩・眼镜・安全靴等保护工具。
12．施工内容に合わせ、安全帽・安全ベルト・マスク・眼鏡・安全靴等の保護道具の着用及び使
用を遵守する。
13．万一，由于本司的责任发生灾害时，按照劳动基准法、劳动安全生产法等相关法律以及民法的
规定，承担作为总承包方以及劳动使用者的一切责任，保证不给贵司造成麻烦。
13．万が一、弊社の責任により災害が起こった場合は、労働基準法、労働安全衛生法等関連法令
及び民法の規定に基づき、総請負業者及び労働の使用者としてのすべての責任を負担し、貴社に
負担がかからないように保証する。
14．作为总承包商在负有法律责任的同时，对于分包商也按照以上事项遵守执行。
14．総請負業者として法律的に責任を持つ同時に下請け業者に対し同じく以上の事項を遵守し実
行する。
15．雇用外国人工作的情况，必须遵照日本的法令拥有工作签证，外国人登录，劳灾保险等资格后
才能上岗。并且在本司的安全监督责任内从事作业。
15．外国人を雇用する場合、必ず日本の法令に要求された就業ビザを持ち、外国人登録，労災保
険等の資格を取得してから仕事を始める。並びに、弊社の安全監督責任範囲内で作業をする。
16．在违反本合同内容时，对于采取停止施工或者合同变更的处罚时没有异议。
16．本契約書の内容に違反した場合、業務の停止あるいは契約変更による処罰を要求されても異
議がないことを保証する。
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第五章

第五章 招标人提供的资料
入札募集人によって提供された資料

（1）茨城筑波项目容量经产省批复文件
（1）茨城筑波プロジェクト容量に関する経産省からの承認回答文書
（2）筑波续建工程用地范围
（2）筑波プロジェクトにおける継続建設工事の用地範囲
（3）筑波续建工程土地清单以及筑波项目土地清单
（3）筑波継続建設工事の土地リスト及び筑波プロジェクトの土地リスト
（4）利用土地的政府核实文件
（4）利用土地に関する政府による確認文書
（5）筑波续建工程初步技术资料
（5）筑波継続建設工事に関する初歩的な技術資料
（6）项目已完工工程竣工资料
（6）プロジェクトの竣工済み工事に関する資料
（7）澄清答疑时，招标人补充投标人所需要的资料
（7）解明と質疑応答の時に、入札募集人は、応札者の所要資料を補充する
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第六章 投标文件格式
第六章 入札文書の書式
一、投标函及投标函附录
一、入札書及び入札書の添付資料
（一）投标函
（一）入札書
株式会社 SJ ソーラーつくば：
株式会社 SJ ソーラーつくば（SJ 社）：
1． 我方已仔细研究了 茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包设计施工总承包招标文件的全部内容，
愿意以日元（大写）（JPY）的投标总报价，工期日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工
程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
1．当社は、茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続建設工事の総請負設計施工総請負応札書類の全
部内容を細かく研究し、日本円（文字数字表記）
（JPY）の入札総見積で、工期 暦日であり、契約
書の約束に基づいて、設計、実施と竣工の工事を行い、工事にある如何なる欠陥を補修し、プロ
ジェクト目的を実現する意思がある。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2．当方は、入札募集書類に規定されている入札有効期間内で、入札募集ファイルを修正・撤回し
ないことを承諾する。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为日元（大写）（JPY ）
。
3．本入札書と共に、応札保証金を一部提出する。金額が日本円（文字数字表記）
（JPY ）である。
4．如我方中标：
4．当方は、落札する場合、
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（1）当方は、落札通知書を受け取った後、落札通知書に規定されている期限内において、
貴社と契約書を締結することを承諾する。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（2）本入札書と共に提出する入札書の添付資料は、契約文書の構成部分である。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）当方は、入札募集書類の規定に基いて、貴社に、約束履行担保を提出することを承
諾する。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）当方は、契約書に約束されている期限内において、全部の契約工事を完成して引き
渡すこをを承諾する。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人
须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
5．当方は、ここで、下記の事項、即ち、提出する応札書類及び関連資料の内容が完全的、真実的
且つ正確で、且つ、第二章、応札者へ（注意事項）における第 1.4.3 項目及び第 1.4.4 項目に規
定されている何れかの状況が存在していないことを声明する。
6.我方将严格按照有关工程招标投标法及招标文件材料的规定参加投标，理解贵方不保证投标价最
低的投标人中标，并不要求对未中标理由做出任何解释。
6.当方は、関連プロジェクト入札募集・入札法及び入札募集書類の規定を厳格に遵守して、入札
に参加する。貴方により、入札価格が一番低い応札者の落札を保証しないことを理解し、未落札
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理由に対する如何なる解釈を要求しない。

7．
（其他补充说明）
。
7．
（その他の補充説明）
。
投标人：
（盖单位章）
入札募集人：（機構の公印）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
法定代表者又はその委任代理人：（署名）
地址：
住所：
网址：
ホームページ：
电话：
電話番号：
传真：
ファックス番号：
邮政编码：
郵便番号：
年月日
年月日

（二）投标函附录
（二）入札書の添付資料
序号
№

条款名称
条項名称

合同条款号
契約条項番号

项目经理
プロジェクトマネー
ジャー

约定内容
約束内容
姓名：
氏名：

2

工期
工期

合同协议书第 5 条
《契約協議書》第 5
条

天数：日历天
日数： 日

3

缺陷责任期
欠陥責任期間

合同条款第 27 条
契約条項第 27 条

……

……

……

……

……

……

……

……

……
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二、法定代表人身份证明
二、法定代表者の身分証明書
投标人名称：
入札募集人の名称：
地址：
住所：
成立时间：年月日
設立時間：年月日
经营期限：
経営期間：
姓名：性别：年龄：职务：
氏名： 性別： 年齢:職務:
系（投标人名称）的法定代表人。
（応札者の名称）の法定代表者である。
特此证明。
ここで特に証明する。

投标人：（盖单位章）
入札募集人：（機構の公印）

年
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三、授权委托书
三、授権委託書
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，
以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包投
标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本人（氏名）は、 （応札者の名称）の法定代表者であり、現在（氏名）を、当方の代理人と委託
する。代理人は、授権によって、当社の名義で、茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続建設工事
の総請負の入札文書の締結、解明、説明、補正、提出、撤回と修正及び契約書の締結と処理関連
事項を行う。その法的結果は、当社が負担すること。
委托期限：
委託期限：
代理人无转委托权。
委託代理者が、再委託権を持っていない。

投标人：
（盖单位章）
入札募集人：
（機構の公印）
法定代表人：
（签字）
法定代表者：
（署名）
委托代理人：
（签字）
委託代理者：
（署名）

年月日
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四、联合体协议书
四、共同事業体の協議書
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加 茨城筑波光伏发电项目再次续建
工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
（すべての成員機構名称）は、自らの意思で、（共同事業体名称）共同事業体を組織し、茨城筑波
太陽光発電プロジェクト 2 次継続建設工事総請負の入札に共に参加する。現在、共同事業体の入
札事項について、下記の協議を締結する。
1、
（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
1、
（ある成員単位名称）は、
（共同事業体名称）におけるリーダーシップをとる人である。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合
体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、
组织和协调工作。
2、共同事業体におけるリーダーシップをとる人は、共同事業体各成員を合法的に代表して、本入
札募集プロジェクト応札書類の作成及び契約交渉活動を行い、且つ、共同事業体を代表して関連
資料、情報及び指示を提出して受け取り、且つ、これと関わる一切の事務を処理し、且つ、契約
実施段階における主催、組織と協調を行うこと。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
3、共同事業体は、入札募集書類の各項目の要求を厳しく遵守し、応札書類を提出し、契約書を履
行し、且つ、対外で連帯責任を引き受けること。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
4、共同事業体の各成員機構内部の職責分担は、下記の通りである。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
5、本契約書は、締結の日から発効し、契約履行が完成した後、自動に執行すること。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
6、本契約書は、一式二部であり、共同事業体成員及び入札募集人は、それぞれ一部を持つこと。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
注：本契約書に、委託代理人によって署名されるので、法定代表者による授権委託書を添付する
こと。
牵头人名称：
（盖单位章）
リーダーシップをとる人の名称：
（機構の公印）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
法定代表者又はその委任代理人：
（署名）
成员一名称：
（盖单位章）
成員一名称：
（機構の公印）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
法定代表者又はその委任代理人：
（署名）
成员二名称：
（盖单位章）
成員二の名称：
（機構の公印）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
法定代表者又はその委任代理人：
（署名）
……
年月日
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五、投标保证金
五、応札保証金
【删除】
【削除】
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六、价格清单
六、価格リスト
报价书格式
見積書の書式
致：
（招标人名称）
To：
（入札募集人の名称）
我方已全面阅读和研究了 茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包招标文件材料和补充文件材料，并
经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本工程项目招标的全部有关情况。现经我方认真分析
研究，同意接受招标文件材料及其全部条件，并按此确定本工程项目报价的各项承诺内容，以本报
价书向你方发包的本标的全部内容进行报价。
当社は、茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続建設工事の総請負の入札募集書類及び補足書類を
全面に読んで研究し、且つ、現場実地調査と問題解明を通じて、本建設工事の入札募集の全部関
連状況を十分に理解して身に付けた。現在、当方は、分析研究の結果、入札募集書類及びその全
部条件を受け入れ、且つ、これによって本プロジェクト見積の各項目の承諾内容を確定し、本見
積書によって、当社によって発注された全部の内容に対して見積を行うことに同意する。
1. 总报价价格为日元（大写）万元整。
1. 総見積価格は、万日本円（文字数字表記）也である。
2. 我方提交的投标文件材料的有限期在投标截止日期之后的 90 天内有效。我方保证在此期间内不
撤回投标文件材料或擅自修改投标价格。
2. 当方が提出した応札書類の有効期間は、入札締め切り日後 90 日以内に有効であること。当方
は、この期間内において、応札書類を撤回したり、又は勝手に入札価格を修正したりしないこと
を保証する。
3. 随同投标价格附上一份投标保证书，作为我方的投标担保。
3. 入札価格と共に一部の入札保証書を添付し、当方の入札担保とする。
4. 若我方中标，在接到你方通知起 7 日内前往指定地点与你方进行合同谈判，履行规定的一切责任
和义务。
4. 当方は、落札する場合、貴社の通知を受け取ってから 7 日以内に、指定場所に行って貴社と契
約交渉を行い、規定されている一切の責任と義務を履行する。
5. 我方将严格按照本次招标文件材料的规定参加报价，并理解贵方不保证投标价格最低的投标人中
标。
5. 当方は、今回の応札書類の規定を厳格に遵守して見積に参加し、且つ、貴方により、入札価格
が一番低い応札者の落札を保証しないことを理解する。
附：报价表
添付資料：見積表
（1） 封面；
（1） 表紙;
（2） 报价编制说明；
（2）見積作成説明；
（3） 附表
（3） 添付表
报价人：
（全称、盖章）
見積人： （全称、捺印）
法定代表人：
（姓名、签字）
法定代表者：
（氏名、署名）
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委托代理人：
（姓名、签字）
委託代理者：
（氏名、署名）
地址：
住所：
电话：传真：
電話番号:
邮编：
E-mail：
郵便番号：
日期：
日付：

ファックス番号：
E-mail：

年月日
年月日
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*报价表格填写规定*
*見積表格記入規定*
1、投标人在编制报价时，应仔细阅读招标文件有关内容，并应根据市场和投标人自身的实际情况，
充分考虑本标工程的特点和要求，做出有竞争力的报价。
1、応札者は、見積を作成する時に、入札募集書類の全部内容を細かく読み、且つ、市場及び応札
者自身の実際状況に基づき、本入札工事の特徴及び要求を十分に考えて、競争力のある見積を行
うこと。
2、投标人应根据招标文件的相关要求，按照国家标准、行业标准结合自身经验、行业特点报出价格
清单；投标人所报出的价格清单视为涵盖了完成本工程的所有工程内容及费用，如果在施工、试运
行、正常生产过程中发现有漏项，由承包人免费提供。
2、応札者は、本入札募集文書の関連要求及び国家標準と業界標準に基づき、自身経験及び業界特
徴と結びつき、価格リストを見積ること；応札者が見積もる価格リストは、本プロジェクトのす
べての工事を完成する為の内容及び費用を含むと見なされる。施工、試運転と正常プロセス中に、
漏洩項目があることを発見すると、請負業者によって無料で提供すること。
3、投标人须保证分项价之和与总价相符。若发现由于报价人的原因造成分项价之和与总价不符，当
分项价之和大于总价时，以总价为准；当分项价之和小于总价时，则在签订合同时相应核减总价。
3、応札者は、サブ項目の価格の総和が総価格に合うのを保証すること。見積人の原因でサブ項目
の価格の総和が総価格に合わない場合、サブ項目の価格の総和が総価格より大きい場合、総価格
に準ずること；サブ項目の価格の総和が総価格より小さい場合、契約締結時に相応に総価格を低
減すること。
4、投标人认为有必要说明的事项，可以以差异表的形式或其他文字说明形式予以说明，投标人提出
的差异和说明事项，如果涉及报价内容或费用增减，除非投标人专门说明或澄清，否则，招标人将
以自己的理解考虑该差异和说明对报价的影响并将依据合理的计算增加或减少投标人的报价。
4、応札者は、説明する必要がある事項があると考える場合、差異表の形式又はその他の文字説明
の形式で説明すること。応札者によって提出された差異及び説明事項が、見積内容又は費用の増
減に関わる場合、応札者が専門的に説明したり、又は解明したりする場合を除いて、さもなけれ
ば、入札募集人は、自分の理解で、当該差異及び説明による見積に対する影響を理解し、且つ、
合理的な計算を通じて応札者の見積を増加・減少する。
5、投标人应按招标文件规定格式进行报价。本工程招标不指定投标采用何种定额及费率，均由投标
人根据各自的已有经验计算。本工程鼓励投标人按成本价加合理利润报价。报价应包括完成本工程
招标范围内全部内容的所有报价，报价应包括工程的施工准备、施工、维护、竣工和保修等而发生
的各项应有的费用，投标人如认为某些项目或费用属于必须，但并不在本招标文件所列分项中，投
标人可以依据招标文件的格式分别在报价表中列明工程项目或费用名称，并说明计算依据。投标人
没有填写的项目，经招标人审核确认为本工程不可缺少的项目，将被认为此项费用已包括在价格清
单报价表中的其它项目报价中。报价中的税金按当地税务部门规定办理。
5、応札者は、本入札募集文書に規定されている書式で見積を行うこと。本プロジェクトの入札募
集は、入札がどの種類の定格及び費率を採用するか指定せず、皆応札者によって、各自の経験に
基づいて計算される。本プロジェクトは、応札者がコスト価格の上、合理的な利益を加えること
によって見積もることを激励する。見積は、本プロジェクトの入札募集範囲内における全部内容
を完成する為のすべての見積を含み、見積は、プロジェクトの施工準備、施工、保全、竣工及び
修理保証等により生じる各項目のあるべき費用を含む。応札者は、幾らかの項目又は費用が必須
であるが、本入札募集文書にリストされているサブ項目に含まれていないと考える場合、応札者
は、入札募集書類の書式によって、それぞれ見積表に、工事項目又は費用名称をリストし、且つ、
計算の根拠を説明すること。応札者によって記入されていないが、入札募集人の審査によって、
本プロジェクトの不可欠であると考えられる項目は、この項目費用がすでに価格リスト見積表の
中のその他の項目の見積に含まれていると見なされること。見積の中の税金は、地元の税務部門
規定に基づいて取り扱うこと。

6、本工程的投标总报价应包括但不仅限于以下内容：
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6、本プロジェクトの入札総見積は、下記内容を含むが、これらに限られない。
6.1 工程设计费（含补充勘察费，若有）：用于实现本工程项目而报出的施工图设计及相关设计文件
审查费用（含管理、规费、利润、税金）。除此之外，投标人可根据自身实际情况进行项目补充报价。
6.1 工事設計費（もしあれば、補足実地考察費を含む）
：本建設工事を実現するために見積もった
施工図設計及び関連設計書類の審査費用（管理、規定費用、利益と税金を含む）。それ以外に、応
札者は、自身実際状況によって、プロジェクト補充見積を実施してもよい。
6.2 设备（包括备品备件、专用工具）购置费：用于本工程项目的所有设备（包括备品备件、专用
工具）、技术资料费、技术服务费、运杂费(包括大件措施费)、税费（包括进口设备/部件）等以及
投标人认为应计取的其他各项费用（含管理、规费、利润、税金）
。
6.2 設備（予備部品と専用ツールを含む）購入費：本建設工事に運用されているすべての設備（予
備部品と専用ツールを含む）の費用、技術資料費、技術サービス費、運賃と雑費(大件措置費を含
む)、税金（輸入設備/部品を含む）等及び応札者によって、徴収すべきと考えられるその他の各
項目の費用（管理、規定費用、利益と税金を含む）
。
6.3 建筑、安装工程费：人工费、材料费、施工机械使用费，脚手架搭拆、施工降水和施工用电、
用水、排水等措施费，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工工具用具使用费、特殊工程技术
培训费、临时设施增加费、施工机构转移费；以及投标人认为应计取的各项费用（含管理、规费、
利润、税金）
。
6.3 建築、取付工事費：人件費、材料費、施工機械の使用料、足場取付と取外、施工降水及び施
工電力消費、用水と排水等の措置費、冬季雨季施工増加費、夜間施工増加費、施工ツール用具使
用料、特殊工事の技術トレーニング費、臨時施設増加費用と施工機構転移費；及び応札者によっ
て、徴収すべきと考えられる各項目の費用（管理、規定費用、利益と税金を含む）。
以下是招标人提示，投标人应理解招标文件按需列出项目并报价：
以下は、入札募集人によりヒントを提供され、且つ、応札者によって入札募集書類を理解して、
ニーズによって、項目をリストして見積を行うこと。
提示 1：投标人对施工现场发生的诸如大件设备（构件）吊装、管道穿越河道、道路等措施而发生
的二次搬运、顶管等费用。
ヒント 1：応札者により施工現場で生じる費用。例えば、大件設備（構造部品）の吊り上げ、パ
イプラインによる河道と道路を通り抜ける等の措置による生じる二次運搬と頂部管等の費用。
提示 2：工程地质因素，投标人应充分考虑诸如土石方开挖、爆破，基础回填（包括外购取土、换
土、换填砂、石方破碎等）
、弃土外运等施工措施。
ヒント 2：工事地質要素により、応札者は、土砂発掘、爆破、基礎埋め戻し（外注土取りと交換、
砂充填と交換、石の破砕等）
、廃棄土の外への運搬等の施工措置。
提示 3：投标人应充分考虑所处地区特殊气候条件及高海拔因素，为保障合同期内连续施工及施工
质量需采取的特殊方案而发生的费用（包括混凝土防冻保温等费用）或有可能冬季施工产生的所有
措施费。
ヒント 3：応札者は、所在地区の特殊な気候条件及び高海抜要素を十分に考えて、契約期間内に
おける連続施工及び施工品質を保証する為に、特殊な方案を採用することによって発生する費用
（コンクリートの凍結防止と保温等の費用を含む）又は冬季施工により発生するすべての措置費
を考えなければならない。
提示 4：投标人应根据招标文件要求，考虑配合达标投产、竣工验收工作的费用及建筑安装工程完
成至移交给招标人期间发生的成品保护等费用。
ヒント 4：応札者は、本入札募集文書の関連要求に基づき、基準に達する生産投入と竣工受入検
査関連費用及び建築取付工事の完成から、入札募集人への移管期間で発生する完成品保護等の費
用を考えなければならない。

6.3.1 措施项目：投标人可根据实际情况结合施工经验，报出除以上措施费外认为需发生的其他措
施费（含管理、规费、利润、税金）
。投标人自主报价，所报价格为完成本工程项目应发生的所有措
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施费，投标人不得因投标所报措施费用不足或漏项等为理由而不按相关规范和招标人要求采取相应
措施，今后施工发生的项目无论在投标书中有无列出，均认为已充分理解招标文件的内容及相关说
明并已包含在总报价中。
6.3.1 措置項目:応札者は実況に応じ施工経験を合わせ、上記措置諸費用以外に想定する他の措置
費(管理、行政機関の手数料、利潤、税金を含む)を見積に盛り込むことができる。応札者が自主
的にオファーし、見積価格は本工事を完成するために発生すべき凡ゆる措置費用とする。応札者
は応札書類で見積もった措置費用の不足や項目漏れなどを理由に関連仕様書や入札発注者の要求
に応じた措置を講じないことができない。今後施工に発生する凡ゆる項目は応札書類に記載され
ているかどうかにかかわらず、入札依頼書の内容と関連説明を十分に理解した上、見積の総価格
に含まれていると見なされる。
6.3.2 删除
6.3.2 削除
6.4 其他费用由投标人自主报价，并进入总报价中，所报总价包含完成项目应发生的全部价格。投
标人根据自身实际情况可补充项目进行报价，包含但不限于总承包管理费、试车费、培训费、施工
期间的现场协调发生的必要费用、工程建设保险费、合同实施过程中不可预见的风险费以及投标人
认为应计取的其他各项费用（含管理、规费、利润、税金）。
6.4 その他費用は応札者が自主的に見積もり、見積総価格に計上し、オファーした総価格はプロ
ジェクトの竣工まで発生すべき凡ゆる価格を含むものとする。応札者は元請け管理費、試運転費、
研修費、工事中に現場調整で発生する必要費用、工事建設保険料、契約履行中の予見できないリ
スク費、応札者が計上すべきと考えているその他の諸費用(管理、行政機関の手数料、利潤、税金
を含む)を含むがこれに限定されない、自分の実情に応じた補充項目の見積もりを行うことができ
る。
6.5 本工程设备的运输、装卸、保管、发放等工作由承包人自行承担，并负责设备由保管发放地至
安装现场的装卸车、倒运等工作，费用计入投标总价。
6.5 本工事設備の運送、積卸し、保管、出庫などの仕事は請負人が自ら負担し、設備の保管置場
から据付現場までの積卸し、中継輸送などの仕事を担当し、費用は応札総価格に計上する。
6.6 报价中须考虑招标人上级单位及政府相关部门到现场检查、指导的配合费用，招标人提供的水
电费价格仅供投标人报价时参考，投标人报价时需考虑价格变动风险，价格变动不予调整，
6.6 見積価格では応札者の上級機関と政府関係部門が現場で検査、指導する協力費用を考慮しな
ければならない。入札発注者の提案した水道電気代の価格は見積時に応札者の参考に供するもの
だけであり、応札者の見積は価格変動リスクを考慮しなければならず、価格の変動については調
整しない。
6.7 本项目为固定总价,除专用条款约定的调整事项外,.其它事项均不予调整。
6.7 本プロジェクトは固定総価格で、専用条項に約束された調整事項を除いたその他事項は調整
しない。

7、填写标准：
7、記入基準:
7.1 承包人报价表中的单价及总价不能为空格，如承包人弃取某项费用应以“0”填写。
7.1 請負人見積価格表の単価と総価格は空白にしてはならない。請負人がある費用を放棄する場
合は「0」を記入しなければならない。
7.2 投标报价表不能以活页形式装订，投标报价表中不能涂改。
7.2 応札見積価格表はルーズリーフ形式による製本をしてはならず、応札見積価格表には改竄し
てはならない。
8、承包人需提供完整的电子版投标文件，该电子版投标文件必须满足屏显、编辑及打印要求（其中
报价表须为 Excel 文件格式）
。
8、請負人は完全な電子版応札書類を提出しなければならない。同電子版応札書類は画面表示、編
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集と印刷の要求を満たさなければならない(そのうち見積書は Excel 書類形式でなければならな
い)。
9、承包人应严格按照本招标文件中的格式填写投标报价表。
9.請負人は本入札依頼書の書式で応札見積価格表に記入しなければならない。
10、参加本次招标的承包人以日元作为投标报价（进口设备也应按日元报价）
。
10、今回の入札募集に参加した請負人は円建ての応札見積をしなければならない(輸入設備も円建
てでオファーすること)。
11、对发包人推荐供应商/品牌，投标人可任选一种进行报价并计入总价。
11、発注者の推薦した仕入先/ブランドについては、応札者はいずれかを選択して見積もりを行い、
総価格に計上することができる。
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附表 1
別表 1

总表 1 汇总报价表
総表 1 まとめ見積価格表

工程名称：第
工事名:
第

页共页
ページ計 ページ

序号
番号

项
目
名
プロジェクト名

称

金额（万元）
金額(万元)

一

工程设计费
工事設計費

二

设备（含自制非标设备）购置费
設備(自社製の非標準設備を含む)購入費

三

建安工程费合计
建設据付工事費の合計

1

建筑工程合计
建築工事の合計

2

安装工程合计
据付工事の合計

四

措施费
措置費

五

其他项目合计
その他項目の合計

六

暂列金额
暫定金額

备 注
備考

合计
合計
备注：1、投标声明如无，则填“无”
，实际工程若发生相关费用，则认为已含在总价中。
備考:1、応札声明で「なし」であれば「なし」を記入する。実際の工事に関連費用が発生しても、
総価格に含まれていると見なされる。
2、投标总价是投标人全面实质性响应招标文件，承担本项目所有工作内容，并包含了所有责任和风
险的价格（除合同另有约定外）
。
2、入札総価格は応札者が入札依頼書に全面的かつ実質的に応答し、本プロジェクトの仕事内容を
すべて引き受け、すべての責任とリスクを含めた価格である(契約に別途約定がある場合を除く)。
3、总表 1 和总表 2 投标人均需填写。否则视为非响应性投标。
3、総表 1 と総表 2 は両方とも、応札者が記入しなければならず、さもなければ、非応答応札とみ
なされる。

投标总金额 万日元
応札総価格 万円
投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)
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法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年

月

日
日付: 年

77

月

日
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附表 2 总表 2 单位工程汇总报价表
別表 2 総表 2 単位工事まとめ見積価格表
工程名称：第 页共页
プロジェクト名:
第 ページ計

ページ

建筑工程费
建築工事費
序号
番号

I

…
II

III
Ⅳ

项目
項目

工程费
工事費

税金
税金

小计
小計

安装工程费
据付工事費

设备费
設備費

工程费
工事費

非标设
备制作
非標準
設備製
作

税金
税金

小计
小計

其他设
备
その他
設備

工程费用
工事費

…
设计费（含税）
設計費(税込み)
其他项目（含税）
その他項目(税
込み)
暂列金额
暫定金額
合计
合計
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税金
税金

小
计
小
計

措施费
措置費
安全文明施
工措施
安全文明施
工措置（現場
の 整 理 整
頓・工事の安
全管理）

其他
措施
その
他措
置

税
金
税
金

小计
小計

设 计
费
（ 含
税）
設 計
費
( 税
込
み)

其他项
目（含
税）
その他
項目(税
込み)

暂列金
额
暫定金
額

合计（万
元）
合 計 ( 万
元)
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附表 3
別表 3

工程设计费报价表
工事設計費見積価格表

工程名称：第 页共页
プロジェクト名:
第 ページ計

ページ

序号
番号

设计项目（名 称）
設計プロジェクト(名称)

1

工程初步设计
工事の初期設計

1.1

…

2

施工图设计
施工図設計

总价（万元）
総価格(万元)

费用明细
費用明細

…

2.1

费用明细
費用明細

其他
その他

3

…

3.1

费用明细
費用明細

小计
小計
税金（税率
%）
税金(税率 %)
合计
合計
投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年

备注
備考

月

日
日付:
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附表 4 设备（含自制非标设备）购置费（含随机备品备件及专用工具费）分项报价表
別表 4 設備(自社製の非標準設備を含む)購入費(付随部品予備品及び専用工具費を含む)内訳見積
価格表

工程名称：第 页共页
プロジェクト名:
第 ページ計
序号
番号

工程项目/设备名称
プロジェクト項目/設備名

ページ
规格型号
仕様型番

单价
単価

数量
数量

总价（万元）
総価格(万元)

备注
備考

1

小计
小計
设备购置费（不含税）合计
設備購入費(税抜き)合計
税金（税率%）
税金(税率 %)
合计
合計

说明：该表中设备（包含现场加工制作的非标设备）按单位工程及专业分项报价。
説明:同表の設備(現場で加工して作られた非標準設備を含む)は、工事単位で業種別に内訳毎の見
積を行う。

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)
法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)

日期：年

月

日
日付:

年
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月 日
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附表 4.1 随机备品备件报价表
別表 4.1 付随部品予備品見積価格表

工程名称:第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計

序号
番号

名 称
名称

ページ

规格型号
仕様型番

单价(含税)
（万元）
単価(税込
み)(万元)

数量
数量

1
……

2
……

3
……

4
……
5
……

6
……

小 计
小計

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)

日期：年 月 日
日付:
年 月 日

81

总价(含税)
（万元）
総価格(税込
み)(万元)

备注
備考

茨城筑波光伏发电项目续建工程总承包招标 招标文件
茨城筑波太陽光発電プロジェクト継続工事元請け入札依頼書

附表 4.2 专用工具报价表
別表 4.2 専用工具見積価格表
工程名称:第 页
プロジェクト名:

序号
番号

名 称
名称

共 页
第 ページ計
规格型
号
仕様型
番

单价
単価

ページ
总价
合計価
格

数 量
数量

单价(含税)
（万元）
単 価 ( 税 込
み)(万元)

1
……

2
……

3
……

小 计
小計
投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年

月

日
日付:

年
82

月 日

总价(含税)
（万元）
総価格(税込
み)(万元)

备注
備考
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附表 5
別表 5

建筑工程分部分项报价表
建築工事内訳見積価格表

工程名称：第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計

序号
番号

项目名称
プロジェクト
名

…

…

ページ

项目特征
プロジェク
ト特徴

计 量
单位
計 量
単位

工程数
量
工事数
量

综合单
合价（元）
价（元）
备注
合計価格
総合単
備考
（元）
価(元)

小计
小計
税金
（税率
%）
(税率 %)
合计
合計

注：1、投标人的报价已包含本项目要求的所有内容以及投标人的承诺和对招标人澄清文件的承诺。
注:1、応札者の見積価格には、本プロジェクトに基づく凡ゆる内容と、応札者の承諾と、入札発
注者に対する釈明書における承諾が含まれる。

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)

日期：年

月

日
日付:

年

83

月 日
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附表 6 安装工程分部分项报价表
別表 6 据付工事内訳見積価格表
工程名称：第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計

序号
番号

项目名称
プロジェクト名

…

…

项 目
特征
プ ロ
ジ ェ
ク ト
特徴

ページ

计 量
单位
計 量
単位

工 程
数量
工 事
数量

综 合 单 价
（元）
総 合 単 価
(元)

合价（元）
合 計 価 格
（元）

备注
備考

小计
小計
税金（税率 %）
税金(税率 %)
合计
合計
注：投标人的报价已包含本项目要求的所有内容以及投标人的承诺和对招标人澄清文件的承诺。
注:応札者の見積価格には、本プロジェクトに基づく凡ゆる内容と、応札者の承諾と、入札発注者
に対する釈明書における承諾が含まれる。

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年

月

日
日付:
84

年 月

日
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附表 7 措施项目报价表
別表 7 措置項目見積価格表

工程名称:第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計
序号
番号

措施项目名称
措置項目名

…

…

ページ
金额（元）
金額(元)

备注
備考

小计
小計
税金（税率
%）
税金(税率 %)
合计
合計

注：1、投标人的报价已包含本项目要求的所有内容以及投标人的承诺和对招标人澄清文件的承诺。
注:1、応札者の見積価格には、本プロジェクトに基づく凡ゆる内容と、応札者の承諾と、入札発
注者に対する釈明書における承諾が含まれる。
2、本表中的内容要细化。
2、この表の内容は細分化しなければならない。
3、请报出措施项目费分析表。
3、措置項目費分析表を提出してください。
投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年 月
日付:
年
月
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附表 8 其他项目报价表
別表 8 その他項目の見積価格表

工程名称:第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計
序号
番号

项目名称
プロジェクト名

一

其他项目
その他項目

1

总承包服务费
元請けサービス料

2

试车费
試運転費

3

培训费
研修費

4

风险包干费
リスク請負費

ページ
计量单位
計量単位

金额（元）
金額(元)

备注
備考

……
小计
小計
税金（税率
%）
税金(税率 %)
合计
合計

注：1、投标人的报价已包含本项目要求的所有内容以及投标人的承诺和对招标人澄清文件的承诺。
注:1、応札者の見積価格には、本プロジェクトに基づく凡ゆる内容と、応札者の承諾と、入札発
注者に対する釈明書における承諾が含まれる。
2、本表中的内容要细化。
2、この表の内容は細分化しなければならない。

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
日期：年

月

日
日付:
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附表 9
別表 9
工程名称:第
页共页
プロジェクト名:
第 ページ計
清单
编号
リス
ト番
号

项目名称
プロジェクト名

措施项目报价分析表
措置項目見積分析表
ページ

项目内容
プロジェクト内容

单位
単位

数量
数量

金额（元）
金額(元)
单价
単価

××××措施费
××××措置費
1、人工费
1、人件費
2、材料费
2、材料費
3、机械费
3、機械費
…

…
合计(不含税)
合計(税抜き)

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)

法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）日期：年
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
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月

日
日付：

年 月

日

合价
合計価格
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附表 10 主要材料消耗量、价格分析表
別表 10 主要材料消耗量、価格分析表
工程名称:第
页共页
プロジェクト名:
第
序号
番号

单位工程
単位工事

1

非标设备（如有）
非標準設備（もし
あれば）

…

…

2

建筑工程材料
建築工事材料

ページ計

材料名称
材料名

ページ
规格、型号等
仕様、型番など

单位
単位

数量

单价
単価

数量

2.1
…

…

3

安装工程材料
据付工事材料

3.1
…

…

投标人：
（盖章）
応札者: (捺印)
法定代表人或委托代理人：
（签字、盖章）日期：年
法定代表者または関係権限者:(署名捺印)
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月

日
日付：

年 月

日
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七、 承包人建议书
請負人の提案書
（一）

图纸
図面

（二）

工程详细说明
工事の詳細な説明

（三）

设备方案
設備案

1．生产设备
1．生産設備
2．必备的备品备件
2．必須備品
3. 备选的备品备件
3.代替案の備品
（四）

对发包人要求错误的说明
発注者の誤った要求の説明

（五）

删除
削除

（六）

其他
その他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。
説明:発注者は請負人の実施計画における関連内容を請負人提案書に盛り込むべきと考える場合、
このページに明記しなければならない。
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八、承包人实施计划
八、請負人実施計画
（一）

概述
概要

1. 项目简要介绍
1.プロジェクト概要
2. 项目范围
2.プロジェクト範囲
3. 项目特点
3.プロジェクト特徴
（二）

总体实施方案
全体実施案

1. 项目目标（质量、工期、造价）
1.プロジェクト目標(品質、工期、建設費用)
2. 项目实施组织形式
2.プロジェクト実施の組織形式
3. 项目阶段划分
3.プロジェクトの段階分け
4. 项目工作分解结构
4.プロジェクト業務の分解構造
5. 对项目各阶段工作及文件的要求
5.プロジェクト各段階の仕事と書類に対する要求
6. 项目分包和采购计划
6.プロジェクトの下請けと仕入計画
7. 项目沟通与协调程序
7.プロジェクトのコミュニケーションと調整手順
（三）

项目实施要点
プロジェクト実施の要点

1. 勘察设计实施要点
1.踏査設計の実施の要点
2. 采购实施要点
2.仕入実施の要点
3. 施工实施要点
3.施工実施の要点
4. 试运行实施要点
4.試運転実施の要点
（四）

项目管理要点
プロジェクト管理の要点

1. 合同管理要点
1.契約管理の要点
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2. 资源管理要点
2.リソース管理の要点
3. 质量控制要点
3.品質管理の要点
4. 进度控制要点
4.進捗管理の要点
5. 费用估算及控制要点
5.費用推定と管理の要点
6. 安全管理要点
6.安全管理の要点
7. 职业健康管理要点
7.労働衛生管理の要点
8．环境管理要点
8．環境管理の要点
9. 沟通和协调管理要点
9.コミュニケーションと調整管理の要点
10. 财务管理要点
10.財務管理の要点
11. 风险管理要点
11.リスクマネジメントの要点
12. 文件及信息管理要点
12.書類と情報管理の要点
13. 报告制度
13.報告制度

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中
载明。
説明:発注者は上記内容を請負人提案書に盛り込むべきと考える場合、「入札依頼書類の書式」の
「請負人提案書」に明記しなければならない。
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九、资格审查资料
九、資格審査資料
（一）投标人基本情况表
（一）応札者基本状況表
投标人名称
応札者名
注册地址
登録住所

联系方式
連絡先

邮政编码
郵便番号
联系人
連絡先
担当者

电话
電話

传 真
ファク
ス

网 址
ウェブサ
イト

组织结构
組織図
法定代表人
法定代表者

姓名
氏名

技术资格
技術資格

电话
電話

技术负责人
技術責任者

姓名
氏名

技术资格
技術資格

电话
電話

成立时间
設立日付

员工总人数：
従業員総人数:

企业资质等级
企業の資格等級

项目经理
プロジェクトマネー
ジャ

营业执照号
営業許可証番号

技术人员
技術者

其中
そ の
うち

注册资金
登録資本金

管理人员
管理職

开户银行
取引銀行
账号
口座番号

经营范围
経営範囲

备注
備考

税务登记号：
税務登録番号：
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（二）

删除
削除

（三）

近年完成的类似项目情况表
近年完成した類似プロジェクトの状況一覧

项目名称
プロジェクト名
项目所在地
プロジェクト所在地
发包人名称
発注者名
发包人地址
発注者住所
发包人电话
発注者電話
合同价格
契約価格
开工日期
着工日
竣工日期
竣工日
承担的工作
担当する仕事
工程质量
工事の質
项目经理
プロジェクトマネー
ジャ
技术负责人
技術責任者
项目描述
プロジェクト説明
备注
備考

注：1、已完业绩需提供合同等完工证明资料，合同需提供签字页和承包范围。
注:1、完成した業績は契約書などの竣工証明資料を提出でなければならず、契約書は署名ページ
と請負範囲を提出しなければならない。
2、项目描述：请详细描述项目规模及承包范围。
2、プロジェクトの説明:プロジェクトの規模と請負範囲を詳しく説明してください。
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（四）

正在实施的和新承接的项目情况表
実施中及び新規落札したプロジェクトの状況一覧

项目名称
プロジェクト名
项目所在地
プロジェクト所在地
发包人名称
発注者名
发包人地址
発注者住所
发包人电话
発注者電話
签约合同价
契約価格
开工日期
着工日
计划竣工日期
予定竣工日
承担的工作
担当する仕事
工程质量
工事の質
项目经理
プロジェクトマネー
ジャ
技术负责人
技術責任者

项目描述
プロジェクト説明

备注
備考
注：1、已完业绩需提供合同等完工证明资料，合同需提供签字页和承包范围。
注:1、完成した業績は契約書などの竣工証明資料を提出でなければならず、契約書は署名ページ
と請負範囲を提出しなければならない。
2、项目描述：请详细描述项目规模及承包范围。
2、プロジェクトの説明:プロジェクトの規模と請負範囲を詳しく説明すること。
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（五）

近年发生的重大诉讼及仲裁情况
近年発生した重大な訴訟及び仲裁の状況

注：1.详细说明贵公司或联合体内各方近期内介入的诉讼案件及仲裁情况。
注:1.貴社または連合体内の各当事者が最近介入した訴訟事件と仲裁の状況を詳しく説明するこ
と。
2.未发生写“无”
2.未発生の場合は「なし」を記入してください
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（六）

序号
番号

拟投入本项目的主要施工设备表
本プロジェクトに投入する主要な施工設備一覧

设备名称
設備名

型 号
规格
仕 様
型番

数量
数量

国别产
地
国別産
地

制 造
年份
製 造
年

额定功率
（kW）
定格電力
(kW)
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生产能
力
産出能
力

用于施工
部位
使用され
る施工箇
所

备注
備考
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（七）

序号
番号

（八）

职务
職務

姓
名

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
本プロジェクトの試験と検査に配備する機器設備一覧
仪器设备
名称
器械設備
名

型 号
规格
仕 様
型番

数量
数量

国别产
地
国別産
地

制 造
年份
製 造
年

已使用台
时数
使用中の
延べ台数

用途
用途

备注
備考

项目管理机构组成表
プロジェクト管理機構構成表
职
称

执业或职业资格证明
公認または職業資格証明書類

备注
備考
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氏
名

役
職
名

证书名称
証書名

级别
等級

证号
証書番号

专业
専攻
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养老保险
養老保険
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（九）

主要人员简历表（选择填写）
主要人員履歴書(オプション)

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，
管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、
养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所
任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印
件。
「主要人員履歴書」のプロジェクトマネージャはプロジェクトマネージャ証書、身分証明書、職
務証書、学歴証書、養老保険のコピーを添付しなければならない。管理したプロジェクトの実績
は契約書のコピーを添付しなければならない；設計、施工、仕入担当者は身分証明書、職務証書、
学歴証書、養老保険のコピー、および設計、施工担当者の公認資格証書のコピーを添付し、管理
した項目の業績はその技術職務を証明する企業の証明書またはユーザー証明書を添付しなければ
ならない；その他主要な人員は職務証明書(公認資格証明書または実務資格証明書)、養老保険の
コピーを添付しなければならない。
姓 名
氏名

年 龄
年齢

学历
学歴

职 称
ジョブタ
イトル

职务
職務

拟在本合同任职
本契約における職務

毕业学校
卒業学校

年毕业于
年に

学校
学校

专业
専攻を卒業

主要工作经历
主な仕事履歴
时间
時間

担任职务
担当の職
務

参加过的类似项目
参加した類似プロジェクト
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发包人及联系电话
発注者と連絡先電話
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十、其他资料
十、その他資料
（一）

商务或技术差异表
ビジネスまたは技術の差異表

序号
番号

招标文件章节及条款号
入札依頼書の章節及び条
項番号

投标文件章节及条款号
応札書類の章節及び条項番号

偏差说明
偏差の説明

1
2
3
4
5
……
1、投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
1、応札者は、ビジネスと技術の偏差表に記載されている偏差を除き、応札者は入札依頼書におけ
るすべての要求に応答したことを保証する。
2、技术偏差表放在包封 A 正文首页，商务偏差表放在包封 C 首页。
2.技術偏差表はファイル A 本文のトップページに、ビジネス偏差表はファイル C のトップページ
に置かれること。

（二）

投标人认为需要补充的其他资料。
応札者が補充すべきと思うその他資料。
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