
 

2012年 11月 

お取引先の皆様 

 

 納品・訪問ルール変更に関するお知らせ 

 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

理事長 ジョナサン・ドーファン 

 

 

平素より OISTの諸業務へご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、来る 12月 1日より、訪問ルールを下記のとおり変更しますのでお知らせ致します。 

 

記 

 

１．恩納キャンパスへの納品・訪問ルールの変更 

 

詳細は、添付資料をご高覧の上、業務へのご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

ご不明な点などございましたら、以下の連絡先までお願い致します。 

皆様のご理解、ご協力の程賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

＜添付資料＞ 

・OISTお取引先様 訪問ルール概要 2012年 12月 1日施行開始（PDF） 

・OIST受付窓口早見表 2012年 12月 1日現在（PDF） 

・OIST防災センター経路図 2012年 12月 1日現在（PDF） 

 

連絡先： 

OISTサプライセンター（調達セクション） 

TEL    :  098-966-8604 

E-mail  : procurement@oist.jp 

 

mailto:procurement@oist.jp


 

2012 年 12月 1日 

 

 OISTお取引先様 訪問ルール概要 

 

調達セクション 

 

基本方針 

 

OIST職員及び派遣職員以外の方の、学内立ち入りについての基本方針は以下のとおり

です。 

 

1. 原則として、本学の研究活動に関して直接取引のない学外者による、研究棟やアド

ミ二ストレイティブオフィスのエリアへの立ち入りを禁止します。 

 

 

2. 保守、点検、修理、設置、工事、配達等の効率性から必要と認められる場合は、例

外が認めらます。しかし、下記の条件が満たされる必要があります。 

A） 研究棟職員への接触が最小限であること。 

B)  本学キャンパスで十分なセキュリティ体制が維持できること。 

これら条件を満たさない場合、予告・説明することなく、例外の解除をすることもあ

ります。 

 

 

2. 学内への立ち入りが許可された場合、学外者はその立ち入りが自己責任の下行われ

ていることを了解します。 

 

A) 施設内での事故等については、入館者本人の自己責任とします。 

B)  施設内で発生した盗難に関しては、本学は一切の責を負いません。 

C)  万が一、トラブル・事故等が発生した時は速やかに本学職員に防災センターへの

連絡を依頼してください。 

 

「あらゆる緊急事態の第 1次連絡先は“防災センター”へ！！」 

０９８－９６６－８９８９ （内線１８９８９） 

 

 

 



 

ルール 

1. 本学建物内で作業を行う保守、点検、修理、設置、工事、機器取り付け等のお取引

先様は、研究棟１搬入口横の防災センターにて受付を行い、腕章とアクセス制限付

のセキュリティーカードを受け取ります。 

 

2. 営業、打ち合わせ、製品セミナー等の為に本学に来訪しているお取引先様は、基本

的に本学関係者にアポイントを取り、G階正面玄関（OIST ギャラリー）で入館受付

を行います。センター棟 A階や第 2研究棟 C階のスカイウォーク入り口内側のミー

ティングスペース、またはカフェにて本学担当者と面談しなければなりません。こ

れらの来訪者には、セキュリティーカードは配布されませんので、教員から招待、

要請がある場合を除き、当該施設スタッフの同伴なしに研究棟に立ち入ることはで

きません。 

 

3. 原則として、本学内への研究関係の納品物はサプライセンター (調達セクション)

にて納品・検収を受けなければいけません。各研究ユニットの職員がサプライセン

ターに受け取りに行き、サプライセンター職員が検収しなければなりません。しか

しながら、学内への定期的な納品のあるお取引先様には、不必要な営業活動を行わ

ないことを条件として、セキュリティーカードを引き続き発行することがあります。 

 

4. 郵便や宅配便は、引き続きサプライセンターに納品され、サプライセンター職員が

仕分けの上、（書類に限り）各部署及び研究ユニットに届けます。しかしながら、小

包、箱の荷物は、各研究ユニットの職員がサプライセンターに受け取りに行き、サ

プライセンター職員が検収します。 

 

 

研究安全研修について 

1. 研究棟エリアに入る各お取引先様はＯＩＳＴ研究安全セクションが作成する、 

 “Safety Precautions in Lab Areas”リーフレットをあらかじめ確認しておかなければ

なりません。 

 

2. 定期的に学内に入るお取引先様は、研究安全セクションが実施する研究安全研修に、少

なくとも年に１度参加しなければなりません。 

 

問い合わせ先： 

OISTサプライセンター（調達セクション） 

TEL    :  098-966-8604 E-mail  : procurement@oist.jp 



 

 

December 1, 2012 

 

OIST vendor access rule 

 

Procurement section 

 

Policy 

 

The basic policy for access to the labs by vendors is being clarified, as follows: 

 

1. In principle, outside parties not directly engaged in OIST research activities do 

not have access to the Lab buildings or Administrative Office areas. 

 

2. Exceptions will be made to enable necessary construction and equipment 

installation works and deliveries to be made in an efficient manner – but in such 

a way that there is: 

 

 

A） minimal disturbance to OIST staff, and 

B)  good operational security is maintained on the campus. 

 

OIST reserves the right to cancel this exceptional authorization without notice nor 

explanation should the condition above not being fulfilled. 

 

3. Outside parties when permitted to enter inside OIST acknowledge that they do 

so at their own risk. 

 

A) Accident in OIST properties is at their own risk. 

B)  property loss in OIST properties is at their own risk. 

C)  If there is trouble or accident, ask OIST staff to call Security Center 

immediately. 

 

 

1st contact of emergency is “Call Security Center!! (Bosai Center)” 

０９８－９６６－８９８９ （Ext.１８９８９） 



 

 

 

Rules 

1. Contractors and equipment installation engineers doing work in the buildings 

must register at the Security Office by the Lab 1 loading dock, and will then be 

given an armband and Security card with limited access.  

 

2. Vendors and others making sales calls or coming to OIST for meetings, product 

seminars, etc. should make an appointment, enter the campus at the Tunnel 

Entrance (OIST gallery) on the ground level, register at the security desk, and 

meet their OIST contact at the meeting tables on Level A of the Center Building, 

on Level C of Lab 2 just inside the Skywalk entrance, or in the Cafeteria. Such 

visitors will not be issued with a Security card and will not be permitted entry to 

the labs unless specifically invited and hosted by a member of faculty.  

 

3. In principle, lab supply deliveries should be picked up from the Supply Center 

(Procurement) by unit staff, and take acceptance inspection by supply center 

staff. However, vendors making regular deliveries to labs may continue to be 

given access to the Lab areas, provided they do not undertake unsolicited sales 

activities. 

 

4. Mail and courier deliveries at Supply center, and will be distributed to units by 

Supply Center (Procurement) staff (printed materials only). However all 

packages, boxes, etc. should be picked up from the Supply Center by unit staff, 

and take acceptance inspection by supply center staff. 

 

Safety Training 

1. Vendors, contractors, and others entering lab areas on an occasional basis 

should read the OIST leaflet "Safety Precautions in Lab Areas” in advance. 

2. Vendors entering lab areas regularly shall participate in a safety training 

session organized by the Research Safety Section at least once a year. 

 

Inquiries： 

OIST Supply Center（Procurement Section） 

TEL    :  098-966-8604 E-mail  : procurement@oist.jp 



  

OIST 各窓口のご案内 

防災センター 

サプライセンター 
 

営業時間：平日9：30-17：00 
昼休み12:00-13:00 
休日：土・日・祝   

 

 

 

正面玄関 
（OISTギャラリー） 

・一般見学、カフェの利用 
 
・商談、打ち合わせ、入札説明会等の訪問（お取引先様） 

＊訪問先の了承および館内ではOIST職員の同伴が必要です。 

・保守、点検、修理、設置、工事等の訪問 （お取引先様） 
＊事前に作業申請書の提出が必要です。 

・郵便、宅急便 
＊営業時間外・昼休みは防災センターへお願いします。 
 

・納品・検収 （お取引先様） 
＊検収は営業時間内のみとなっております。 
＊サプライセンターでは入館受付は行っておりません。 
＊入館を要する場合、サプライセンターで検収後、防災センターにて受付・許可が必要です。 



Tomokazu Hagino
テキストボックス
正面玄関受付(OISTギャラリー)

Tomokazu Hagino
線

Tomokazu Hagino
テキストボックス
OIST防災センター経路図


