
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日

４

その他
入札、契約手続において使用する言語及び
通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 入札保証金及び契約保証金 全額免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加する者は、封印した入札書のほかに入札
説明書に示す総合評価のための性能、機能、
技術等に関する書類をそれぞれ入札説明書で
指定した期日までに提出しなければならな
い。また、開札日の前日までの間において、
契約担当者から当該書類に関し説明を求めら
れた場合は、それに応じなければならない。
 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出
した入札書、入札者に求められる義務を履行
なかった者の提出した入札書及び入札に関す
る条件に違反した入札書は無効とする。
 契約書の作成の要否 要
 落札者の決定方法 総合評価落札方式とす
る。に従い必要な書類を提出した入札者で
あって、本公告２の競争参加資格をすべて満
たし、当該入札価格があらかじめ決定してあ
る予定価格の制限の範囲内である者のうち、
入札説明書で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
 その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary
 Contacting entity : Sayuri Shimamoto,
Head, Property Administration Departm‑
ent, Japan Finance Corporation
 Classification of the services to be Pro‑
cured : 17
 Nature and quantity of the products to be
leased : Small sized passenger car8 (2WD)
 Lease period : refer to the tender do‑
cumentation.
 Lease place : refer to the tender do‑
cumentation.
 Time‑Limit for tender : 12 : 00 25 April
2019
 Contact point for the notice : Hiroshi
Saito, Property Administration Departm‑
ent, Japan Finance Corporation, 194
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004,
Japan TEL 0332701552


手続で使用する言語・通貨 日本語・日本
国通貨
 契約保証金 不要
次のとおり一般競争入札に付します。
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
平成 31 年２月 22 日
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
契約責任者
 詳細は入札説明書による。
日本郵便株式会社東京支社長 立林
理
６ Summary
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
 Contracting entity : Satoru Tatebayashi,
〇第１号（№１）
Director of Tokyo Regional Office, Japan
１ 調達内容
Post Co., Ltd.
 品目分類番号 26
 Classification of the goods to be pro‑
 件名及び数量 日本郵便株式会社麹町郵便
cured : 26
局で使用する電気（予定）1149639kWh
 Nature and quantity of the goods to be
 特質等 仕様書による。
purchased : About 1,149,639kWh Electricity
 供給期間 平成31年７月１日から平成32年
to be used in Koujimachi Post Office
６月30日まで（自動更新条項付。最大４回）
 Supply period : From 1 July 2019 through
 供給場所 仕様書のとおり
30 June 2020
 入開札の日時及び場所 平成31年４月24日
 Supply place : By specification
午前10時30分 日本郵便株式会社落合郵便局
 Time limit for tender : 11 : 00 AM 15
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
April 2019
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
 Contact point for the notice : Yoshiharu
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
Suzuki, Tokyo Regional Office, Japan Post
力者であって契約締結のために必要な同意を
Co., Ltd. 42721 Higashi‑Nakano, Na‑
kano‑Ku, Tokyo 1618797 TEL 035937
得ている者を除く。
3653
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
〇第２号（№２）
る者でその制限期間を経過しない者
 会社法の特別清算の開始を命じられ、若し １ 調達内容
及びから 第１号の及びからに同
くは同清算開始の申立をされ、又は破産法の
じ
破産手続開始、会社更生法の更生手続開始若
 件名及び数量 日本郵便株式会社葛飾郵便
しくは民事再生法の再生手続開始の申立を
局で使用する電気（予定）888215kWh
し、若しくはされた者。但し、手続終結者を
 入開札の日時及び場所 平成31年４月24日
除く。
午前11時15分 日本郵便株式会社落合郵便局
 反社会的勢力と認められる者
２から５ 第１号の２から５に同じ
３ 入札者に求められる義務 参加希望者は入札
６ Summary
説明書に示す資料等を平成31年４月15日午前11
, , , ,  and  The same with the
時00分までに下記４に示す場所に提出するこ
notice above (No. 1)
と。
 Nature and quantity of the goods to be
４ 問合せ先
purchased : About 888,215kWh Electricity
〒1618797 東京都中野区東中野四丁目27番
to be used in Katsushika Post Office
21号 日本郵便株式会社東京共通事務事務集約
入札公告
セ ン タ ー 調 達 担 当 鈴 木 慶 治 電 話 03 
59373653
次のとおり一般競争入札に付します。
５ その他
平成 31 年２月 22 日
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
契約責任者
日本郵便株式会社中国支社長 長谷川 実
さない者の入札及び入札条件に違反した入札

入札公告



◎調達機関番号

431

◎所在地番号

34

〇第１号（№１）
１

調達内容


品目分類番号

26



件名及び数量

日本郵便株式会社広島

中 央 郵 便 局 で 使 用 す る 電 気 （予 定）
2438232kWh


特質等



供給期間

仕様書による。
平成31年８月１日から平成32年

７月31日まで（自動更新条項付。最大４回）


供給場所



入開札の日時及び場所
午後２時00分

仕様書のとおり
平成31年４月26日

日本郵便株式会社中国支社会

議室（本館工事中につき、仮設棟Ｂ棟内を予
定）
２

取引先資格


次に該当しない者であること。

当該契約を締結する能力を有しない者及び
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
力者であって契約締結のために必要な同意を
得ている者を除く。



日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
る者でその制限期間を経過しない者



会社法の特別清算開始を命じられ、若しく
は同清算開始の申立をされ、又は破産法の破
産手続開始、会社更生法の更生手続開始若し
くは民事再生法の再生手続開始の申立をし、
若しくはされた者。但し、手続終結者を除く。



反社会的勢力と認められる者

３

入札者に求められる義務
参加希望者は入札説明書に示す資料等を平成
31年４月17日午後３時00分までに下記４に示す
場所に提出すること。

４

問合せ先等
〒7308797 広島県広島市中区東白島町19番
８号

日本郵便株式会社中国支社広島共通事務

集約センター担当

來島

克樹

電話082

2245993
５

その他


入札の無効

入札参加に必要な条件を満た

さない者の入札及び入札条件に違反した入札


手続で使用する言語・通貨
日本語・日本国通貨

