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「外国雑誌定期購読契約」に係る公募について 

 

 

 

 

 

１．事業の背景及び目的 

経済産業研究所では、研究プロジェクト等の基礎資料として、外国雑誌定期

購読及び電子ジャーナルを利用します。 

 

２．内容要件 

  ① 指定する出版物（別表参照）の定期刊行物を、希望する購読形態で全て提供出

来ること。 

② 検索されたオンラインジャーナルは、抄録と全文が表示されること。 

また原則として、同オンラインジャーナルのバックナンバーも検索できること。 

 

３．契約条件 

(1) 契約形態 

外国雑誌定期購読及び電子ジャーナル（別表参照） 

利用期間は平成 24年 1月 1日から同年 12月 31日までの 1年間とする。 

(2) 採択件数 

1件とします。 

(3) 予算規模 

７０万円（消費税込み）を上限とし、経済産業研究所と調整の上、契約金額を

決定しますが、上限額を上回ることはありません。 

(4) 利用場所 

独立行政法人 経済産業研究所内 

４．応募要件 

今回の公募に対する申請者は、次の要件を備えている必要があります。 

(1) 企業、民間団体等、本事業に関する利用契約を経済産業研究所との間で直接締

結等できる団体であること。 

(2) 企業、民間団体、政府官公庁等への、販売等の実績を十分に有し、これを証明

できること。 

(3) 各種の定期刊行物等を安定して供給する実績があり、それを証明することが出

経済産業研究所では、研究の基礎資料として、外国雑誌及び電子ジャーナルを 

利用します。ついては、利用締結に関する提供者を以下の要領で公募します。 



来ること。 

(4) オンラインジャーナルの事故対策等に対する体制が出来ており、それを証明す

ることができること。 

 

５．申請書の様式 

(1) 申請書の記載は、別紙の様式に基づいてください。 

(2) 申請書は、日本語で作成してください。用紙サイズは A4 版縦置き、横書きを

基本とします。 

 

６．申請書の提出部数 

(1) 申請書の提出部数は、正 1部、写１部とします。 

(2) 申請書の提出時に｢申請書受理票｣ 1部を併せて提出してください。 

 

７．添付資料 

申請書には、次の資料、またはこれに準ずるものを添付してください。 

(1) 会社概要 ２部 

(2) 申請書は、日本語で作成してください。なお、申請者が外国企業等であって、

申請書を日本語以外の言語で作成し、日本語に翻訳したものである場合は、参考

としてその原文の写 1部を添付してください。 

 

８．申請書の提出締切日及び提出先 

(1) 提出締切日 ：平成 23年 11月 15日（火） 17:00 ※郵送の場合でも必着のこ

と 

(2) 提 出 先 ： 独立行政法人 経済産業研究所 計量分析・データ担当 

〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目三番一号       

経済産業省 別館１１階 1128号室 

(3) 提出方法 ： 郵送又は持参してください。Fax、電子メール等での提出は受

理いたしません。 

 

９．申請書の受理 

(1) 応募要件等を満たさない者の申請書、又は不備がある申請書は、受理いたしま

せん。 

(2) 提出された申請書を受理した場合は、申請書受理票にて申請者に通知いたしま

す。 

(3) 受理した申請書は、返却できませんので予めご了承ください。 

 



 

 

１０．秘密の保持 

申請書、その他の書類は、当該データの選定のためにだけ使用します。 

 

１１．購入先等の選定 

利用契約先の選定は、申請書及び添付参考資料、当研究所が必要に応じ別途行う

ヒアリング等をもとに行います。 
 

選考基準 

(1) 応募要件を満たしていること。 

(2)  契約金額が予算規模を下回っていること。 

 

１２．結果通知 

提出期限後、1 週間を目途に申請内容の審査を行い、確定後、経済産業研究所の

ホームページに採択結果を掲載します。なお、審査結果等の照会には応じません。 

 

１３．その他 

(1) 契約先等の選定に係る審査は、受理した申請書及び添付資料等に基づいて行い

ますが、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出等を求める場合があります。 

(2) 受理した追加資料及び添付資料等は返却できませんので予めご了承ください。 

(3) 申請書等の作成費は経費に含まれません。また、選定の成否を問わず、申請書

の作成費用は支給されません。 

 

１４．お問合せ 

本件に関する問合わせは日本語により、下記の e-mail 又は Fax にて受け付けま

す。電話や来訪等によるお問い合わせは受付できません。 

e-mail・Fax でのお問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「外国雑誌定期購読

契約問い合わせ」としてください。他の件名（題名）ではお問い合わせに回答でき

ない場合があります。 

なお、公募期間内に受け付けました「ご質問と回答」については、公平性を保つ

ために当所のＨＰにも記載させていただく場合があります。 

独立行政法人 経済産業研究所 計量分析・データ担当 

               担当 ： 金子、青嶋、細木 

ＦＡＸ ： 03-3501-8415 

e-mail ： library-info@rieti.go.jp 



 

別表 購入予定の出版物 

 

※PR・・・プリント版 OJ・・・オンラインジャーナル 

オンラインジャーナルは有料・無料問わず。ただし、より詳細な情報が取得できること。 

 

 タイトル 出版社 購読形態 

1 Industrial Relations & Technology Package 

( Industrial Relations Journal + 

 New Technology, Work & Employment) 

Wiley-Blackwell PR+OJ 

2 Industrial Relations Wiley-Blackwell PR+OJ 

3 Economic Policy Wiley-Blackwell PR+OJ 

4 Journal of Labor Economics The University of Chicago Press PR+OJ 

5 Journal of Law & Economics The University of Chicago Press PR+OJ 

6 Journal of Political Economy The University of Chicago Press PR+OJ 

7 National Tax Journal 

 (incl. Proceedings of Annual Conference) 

National Tax Association-TIA PR+OJ 

8 International Organization Cambridge University Press OJ 

9 International Financial Statistics Yearbook International Monetary Fund OJ 
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