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Tokyo – Renovation extension of the Institut Français    
RFQ for Architectural / Engineering / Consultancy Services    

アンスティチュ・フランセ東京アンスティチュ・フランセ東京アンスティチュ・フランセ東京アンスティチュ・フランセ東京    増改築増改築増改築増改築計画計画計画計画 

建築建築建築建築設計監理コンサルタント設計監理コンサルタント設計監理コンサルタント設計監理コンサルタント業務業務業務業務 

入札参加資格入札参加資格入札参加資格入札参加資格審査審査審査審査申請申請申請申請要項要項要項要項 

 

申請書類申請書類申請書類申請書類受領受領受領受領期限期限期限期限：：：：平成平成平成平成 29 年年年年 1 月月月月 6 日正午日正午日正午日正午（日本時間）（日本時間）（日本時間）（日本時間） 

 

A) 発注者： 

 

A.1) 発注者発注者発注者発注者：：：： 

在日フランス大使館在日フランス大使館在日フランス大使館在日フランス大使館 

代表者：駐日フランス大使 

住所：〒106-8514 東京都港区南麻布 4-11-44 

電話番号： 03-5798-6000 ホームページ： www.ambafrance-jp.org/ 
開館時間・申請書類受領可能時間： 平日 9：30 am から 5：00 pm (日本時間). 

 

A.2) 発注者発注者発注者発注者の担当部署の担当部署の担当部署の担当部署：：：： 

総務部 

担当者：藤川 亮 (makoto.fujikawa@diplomatie.gouv.fr) 

  

B) 計画の内容： 

 

B.1) プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトの概要と目的の概要と目的の概要と目的の概要と目的：：：： 

アンスティチュ・フランセ東京（IFJT）は、フランスが誇る在外文化施設の一つである。交通の便が

非常に良く、多くの名門大学が立ち並ぶ飯田橋エリアの中心に位置している。坂倉準三による設計の

RC 造 3 階建ての建物は、1952 年に建設され、1961 年に増築された。初期の建設から 60 年が経過し

たため、建物の老朽化とともに、現在の IFJT の業務内容に比べてスペースの不足が発生している。本

プロジェクトの目的は、主要な 2 棟の改修、及び約 1200 ㎡の新棟の建設である。  

 

B.2) プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトの基本計画の基本計画の基本計画の基本計画：：：： 

発注者は、本プロジェクトのフィジビリティ調査を行い、基本計画を作成した。略図を含むフィジビ

リティ調査と基本計画には、このプロジェクトのニーズが詳細に示されている。 

フィジビリティ調査と基本計画は、入札参加資格審査終了後に、入札参加者に配布される (E – 選定手

続きを参照のこと)。 

 

B.3) プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトの予算の予算の予算の予算：：：： 

発注者は、予定工事を全て実施するための予算（「建設費用」）を算出している。入札参加者（E.1

を参照のこと）に対してのみ、この予算が伝えられる。 

 

B.4) プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのスケジュールのスケジュールのスケジュールのスケジュール 

本プロジェクトでは、設計業務に 1 年年年年、建設工事に 2 年年年年を予定している。 

2020 年オリンピック年オリンピック年オリンピック年オリンピックまでのプロジェクト完了を目標としている。 

 

B.5) プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト実施実施実施実施にあたっての制約にあたっての制約にあたっての制約にあたっての制約：：：： 

本プロジェクトは、アンスティチュ・フランセ東京の業務を中断することなく実施しなければならな

い。 

 

C] 応募者に求められる資格と業務実施体制： 

 

本入札公告の対象となるのは、様々な分野の専門家から構成されるチームであり(一社だけで応募する

ことも、数社が集まって応募することも可)、以下を含まなければならない： 

� 建築士として業務を行う資格を持ち（一級建築士の資格を有していること）、このプロジェ

クトの為に東京で許可申請を行い、現地で建設工事の監理を行うことが出来る１人の建築家

（主任建築家）、或いは複数の建築家からなるグループ 
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� １人の技術コンサルタント、或いは複数の技術コンサルタントからなるグループで、日本の

建築基準法や各種法規に精通し、少なくとも次の分野について資格や技術、専門的知識を有

していること： 

- 構造 

- 熱と流体 

- 音響 

- 防災 

- 電気（高圧・低圧）、 照明、 ITシステム 

- 道路、電気水道ガス等インフラ、ランドスケープ 

- 積算とコスト管理 

- 持続可能開発とアクセシビリティ 

 

チームには、行政手続きと許可申請のために現地当局と良い関係を持つことが求められる。 

 

制約がある中で、事業の目的に到達するためには、チームの業務実施体制は極めて重要である。 

発注者は、１人の建築家と複数のコンサルタントからなるチームより、建築家を中心に様々な分野の

専門家から構成されており、スケジュール通りでかつ予算内でプロジェクトを達成させるために、協

力しながら共に働くことを知っているグループを求めている。 

発注者に対するチームの代表者となるのは、主任建築家であり、チーム全体の業務に対して責任を持

つ。設計フェーズにおいては、発注者と頻繁に打ち合わせや話し合いを行い、工事フェーズでは工事

業者とやりとりを行う。チームの他のメンバーは必要に応じて、発注者や工事業者と打ち合わせを行

うことになる。 

チームを構成する各メンバーの役割や、プロジェクトの各段階におけるメンバー間の連携に関する記

述は、発注者にとって、チームがプロジェクトの目的を総合的に達成する能力を持っていることを確

認するために重要である。 

 

D] 落札者に委託される業務： 

 

設計フェーズ： 

落札者は、“建築プロジェクトチーム”として、プロジェクトの実現のために、建築設計業務、機械、

配管、防災、電気、データネットワークを含むエンジニアリング業務、その他付随業務（インテリア

デザイン等）を行なわなければならない。また、落札者は、行政許可を得るために必要な全ての業務

を行う。 

発注者が実施した本プロジェクトのフィジビリティ調査報告書と資料が落札者に渡される。 

このフェーズには以下が含まれる： 

� 基本設計 

� 実施設計 

� 入札図書の作成 

 

入札フェーズ： 

業務には以下が含まれる： 

� 建設工事の入札書の分析 

� 契約図書のとりまとめ 

 

工事フェーズ： 

業務には、建築面、技術面における工事監理と、工事を予定されたスケジュール、予算内におさめる

ことが求められる。 また、関係業者間の調整も業務に含まれる。 

業務には以下が含まれる： 

� 施工図の承認 

� 現場での工事内容の確認 

� 関係業者、関係機関との調整 

� 竣工検査 
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E] 選定手続き： 

 

E.1) 手続きの流れ手続きの流れ手続きの流れ手続きの流れ：：：： 

落札者の選定は、在日フランス大使館のウェブサイトに掲載されている本入札参加資格審査要項に基

づき、指名競争入札によって行う。選定後、落札者と交渉を行うこともある。 

 

手続きは、以下 3 フェーズに沿って行われる： 

 

1. 「入札参加資格審査」：大使館にプロポーザルを行う 6～8 者の入札参加者を、能力、実績、

資力により選定する。 

2.  「入札」： 入札参加者は、発注者より入札図書を受け取った後、現地見学を行い、入札書を

提出する（発注者は、入札参加者に対してデザイン・プロポーザルは要求しないが、参考ま

でに、業務内容に対する意見、デザインに関する意向をたずねる）。発注者は、各入札書を

分析する。 

3. 落札者と交渉し、場合によっては、業務内容、業務委託報酬、基本計画の調整を行う。 

 

フェーズ 1： 発注者は、応募者を審査し、8者までの入札参加者を選定する。 

フェーズ 2： 発注者 は、入札参加者の入札書を審査し、落札者を指名する。 

 発注者は、何時でも、どのようなフェーズにおいても、進行中の手続きを延期、そして/或いは、中

止する権利を有する。 

 

E.2)    入札参加入札参加入札参加入札参加要件要件要件要件：：：： 

応募者は、入札に参加し、日本で本契約業務を実施する適格性に関する全ての法規を遵守する責任を

負う。 

応募者が複数の事務所や会社から構成されている場合、応募者のプライムコンサルタントは、建築事

務所でなければならず、管轄行政庁が発行した有効な業務資格を有していることが求められる。 

入札参加資格の申請は、改修と建設において多くの実績を持つ、様々な分野の専門家から構成される

グループ（C を参照のこと）だけが、行うことが出来る。 

 

E.3) 応募者応募者応募者応募者が提出が提出が提出が提出すべき書類すべき書類すべき書類すべき書類：：：： 

各各各各応募者応募者応募者応募者ととととそのそのそのその建築プロジェクト建築プロジェクト建築プロジェクト建築プロジェクトチームのチームのチームのチームの各各各各メンバーメンバーメンバーメンバー は、本プロジェクトに対する資格があることを

示すために、下記書類を作成し、USB メモリ或いは CD/DVD（100MB 未満）に入れた電子媒体を用意

しなければならない。 

 

a-必要事項を記載した巻末の付属書類（「Candidate information」） 

 

b-実績： 

 

- 主任建築家と主要メンバーの略歴、及び最近 5 年間に日本における在外公館、公的機関、文化施

設に関するプロジェクト、或いは東南アジアでのプロジェクトにおいて、各自が担当した業務 

- 進行中、或いは完了した最近 5 年間の代表的な全プロジェクトのリスト。 

担当チームの実績や経験を示す東京、或いは日本での類似プロジェクトについて、少なくとも以

下を記載すること：工事内容に関する詳細、事業形態、所在地、時期と期間、プロジェクトの総

費用、担当チームの構成、クライアントの名前と連絡先。 

- 現在契約中の全プロジェクトリスト 

 

次のいずれかの場合において、入札参加者は入札参加資格を、落札者は業務委託の契約候補者として

の資格を失うことがある： 

 

• 申請書類提出後に、主任建築家と/或いは担当チームの主要メンバーが変更された場合 

 

• 申請書類提出後に、担当チームの業務実施体制が大きく変更された場合 
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c-マネジメントと組織上のアプローチ： 

応募者が本プロジェクトをどのような業務実施体制で遂行するのかを詳細に示す、方法論に関する書

類。 

この書類では、担当チームが、どのようにプロジェクトの全業務を遂行するのか、その業務実施体制、

チームの各メンバーの役割、そして、このプロジェクトの規則を遵守するための各メンバーの責任を、

チャートを用いて詳細に説明しなければならない。 

 

E.4) 申請書類申請書類申請書類申請書類提出の場所、条件、期日提出の場所、条件、期日提出の場所、条件、期日提出の場所、条件、期日：：：： 

入札資格審査申請書類は、上記項目に従い作成し、封入・封緘し、在日フランス大使館（住所は A.1

を参照のこと）に、郵送もしくは持参によって、平成 29 年 1 月 6 日正午（日本時間）までに、提出

しなければならない。 

 

各応募者は、申請書類（紙媒体と電子媒体）を、封入・封緘し、発注者の担当部署（総務部藤川亮）

宛てに提出する。封筒には以下を記載すること： 

「  TOKYO – EMBASSY OF FRANCE IN JAPAN – QUALIFICATION FOR ARCHITECTURAL / ENGINEERING / 

CONSULTANCY SERVICES 」 

句句句句 

E.5) 入札参加資格入札参加資格入札参加資格入札参加資格審査審査審査審査（フェーズ（フェーズ（フェーズ（フェーズ 1））））と入札と入札と入札と入札（フェーズ（フェーズ（フェーズ（フェーズ 2））））における現地における現地における現地における現地説明会説明会説明会説明会と質問と質問と質問と質問：：：： 

フェーズ1では現地見学は行ってはならない行ってはならない行ってはならない行ってはならない。現地説明会は、フェーズ2の入札参加者に対してのみ行

われる。 

質問がある場合は、発注者の担当部署(A.2参照のこと)に、Eメールで問い合わせなければならない。

回答は、担当部署よりEメールで伝えられる。質問のEメールは、平成平成平成平成28年年年年12月月月月29日正午（日本時間）日正午（日本時間）日正午（日本時間）日正午（日本時間）

までに送らなければならない。 

 

E.6) 入札参加資格入札参加資格入札参加資格入札参加資格審査、選定のための基準審査、選定のための基準審査、選定のための基準審査、選定のための基準（フェーズ（フェーズ（フェーズ（フェーズ 1））））：：：： 

申請書類の精査を行った後、以下の書類は失格とみなされる： 

- 上記 E.3 記載の書類が添付されていない申請書類、或いは、添付書類が E.3 の条項に合致してい

ない申請書類 

- 上記 E.3 記載の能力、実績、資力について保証を与えない申請書類 

- 受領期限までに提出されなかった申請書類（上記 E.4 を参照のこと） 

- 申請書類に不備があった場合、発注者の担当部署は、審査資格の確認のために、応募者に対し追

加情報を要求する権利を有する。 

 

有効な入札参加資格申請書類は、審査の後、次の選定基準に基づき、分析・格付けされる： 

1- プロジェクトを実施するための専門能力と技術力（40％） 

2- 類似プロジェクトにおける実績（30％） 

3- 本プロジェクトに任命されたチームの業務実施体制と適合性（30％） 

 

E.7) 資格審査資格審査資格審査資格審査、、、、入札書分析、及び入札書分析、及び入札書分析、及び入札書分析、及び落札者落札者落札者落札者との交渉と指名（フェーズとの交渉と指名（フェーズとの交渉と指名（フェーズとの交渉と指名（フェーズ 2 及び及び及び及び 3）））） ：：：： 

選定手続きの次段階に関する正確な日程、条件、基準は、入札参加者にのみ配布される入札図書に詳

細が記載される。 

 
F] その他諸事項： 

F.1) 言語言語言語言語：：：： 

本プロジェクト、及び選定手続きの正式言語は、英語である。 

F.2) 通貨単位通貨単位通貨単位通貨単位：：：： 

プロポーザルにおける金額は、全て日本円 (JPY)で記載しなければならない。 

 

F.3) 入札参加報酬入札参加報酬入札参加報酬入札参加報酬/費用費用費用費用：：：： 

入札参加者（フェーズ2）への報酬はない。 

F.4) 裁判裁判裁判裁判管轄管轄管轄管轄：：：： 

本プロジェクト関連書類の作成、及び解釈は、日本の法律に準拠し、東京の裁判所が管轄裁判所とな

る。 
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F.5) 公告公告公告公告方法と掲載日方法と掲載日方法と掲載日方法と掲載日：：：： 

本公告は、在日フランス大使館のウェブサイトに平成平成平成平成 28 年年年年 11 月月月月 28 日日日日にににに掲載され、掲載日より有効

である。 

F.6)その他諸事項：その他諸事項：その他諸事項：その他諸事項： 

その他事項は、入札参加者にのみ配布される入札図書に記載される。 
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APPENDIX： 

 
Candidate information 

 

CANDIDATE INFORMATION (one form by company in case of a group of companies) 

Company name  

 

Address in Japan  

 

Headquarter address 

(if different) 

 

Capital (in JPY)  

 

Name of Legal 

Representative 

 

 

Main contact person  

 

Main contact email  

 

Main contact phone  

 

Total workforce in Japan  

Number of technical staff 

in Japan 

(specify number of 

architects, engineers and 

technicians) 

 

Available qualifications   

Service capability  

 

 

 

Group of company 

agreement (if applicable) 

 

 

 

 


