

契約保証金



落札者は日本郵便株式会社が定める金額の

不要

範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。


詳細は入札説明書による。

６

Summary

(号外政府調達第  号)



Contracting entity : Minoru Hasegawa,

Director of Chugoku Regional Office, Ja‑
pan Post Co., Ltd.


Classification of the goods to be procu‑
red : 26



Nature and quantity of the goods to be
purchased : About 2,438,232kWh Electricity
to be used in Hiroshima Central Post Of‑
fice, Japan Post Co., Ltd.



Supply period : From 1 August 2019 th‑
rough 31 July 2020
Supply place : By specification



Time limit for tender : 3 : 00 PM 17 April

報



2019


Contact point for the notice : Katsushige
Kijima, Chugoku Regional Office, Japan

官

Post Co., Ltd. 198 Higashi‑Hakushima‑
cho, Naka‑ku, Hiroshima‑City, Hiroshima
7308797 TEL 0822245993

平成  年  月  日

金曜日

〇第２号（№２）
１

調達内容
及びから


件名及び数量

日本郵便株式会社呉郵便局

で使用する電気（予定）699864kWh


入開札の日時及び場所
午後２時30分

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から５
６

第１号の２から５に同じ

Summary
, , , ,  and 

The same with the

notice above (No. 1)




第１号の及びからに同

じ

Nature and quantity of the goods to be
purchased : About 699,864kWh Electricity
to be used in Kure Post Office

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。
日本郵便株式会社九州支社長 髙手 義彦
６ Summary
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 43
 Contracting entity : Yoshihiko Takate,
〇第１号（№１）
Director of Kyusyu Regional Office, Japan
１ 調達内容
Post Co., Ltd.
 品目分類番号 ２
 Classification of the goods to be pro‑
 件名及び数量 日本郵便株式会社飯塚郵便
cured : 2
局で使用するレギュラーガソリン（予定）
 Nature and quantity of the goods to be
115510リットル
purchased : About 115,510 liter of Regular
 特質等 仕様書による。
Gasoline
 供給期間 平成31年５月１日から平成32年
 Supply period : From 1 May 2019 through
30 April 2020
４月30日まで
 Supply place : By specification
 供給場所 仕様書による。
 Time limit for tender : 5 : 00 PM 15 April
 入開札の日時及び場所 平成31年４月18日
2019
午前11時00分 日本郵便株式会社九州支社５
 Contact point for the notice : Makoto
階入札室
Chiran, Kyusyu Regional Office, Japan Post
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
Co., Ltd. 11 Joutou‑Machi, Chuo‑Ku, Ku‑
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
mamoto‑City, Kumamoto 8608797 TEL
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
0963285357
力者であって契約締結のために必要な同意を 〇第２号（№２）
得ている者を除く。
１ 調達内容
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
及びから 第１号の及びからに同
る者でその制限期間を経過しない者
じ
 会社法の特別清算開始を命じられ、若しく
 件名及び数量 日本郵便株式会社宮崎中央
は同清算開始の申立をされ、又は破産法の破
郵便局で使用するレギュラーガソリン（予定）
296000リットル ほか１点
産手続開始、会社更生法の更生手続開始若し
 入開札の日時及び場所 平成31年４月18日
くは民事再生法の再生手続開始の申立をし、
午前11時30分 日本郵便株式会社九州支社５
若しくはされた者。但し、手続終結者を除く。
階 入札室
 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
参加希望者は入札説明書に示す資料等を平成 ６ Summary
, , , ,  and  The same with the
31年４月15日午後５時00分までに下記４に示す
notice above (No. 1)
場所に提出すること。
 Nature and quantity of the goods to be
４ 問合せ先
purchased : About 296,000 liter of Regular
〒8608797 熊本県熊本市中央区城東町１番
Gasoline and other 1 items
１号 日本郵便株式会社九州支社熊本共通事務
入札公告
集約センター担当 知覧
誠 電話096
3285357
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
東京地下鉄株式会社
鉄道統括部長 小川 孝行
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 414 ◎所在地番号 13
〇第 541 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 調達物品及び数量 関係会社経理システム
サーバ一式
 調達物品の特質等 入札説明書による。
 納入期限 平成31年７月23日
 納入場所 東京地下鉄㈱の指定場所
 入札方法 の物品について入札に付す
る。落札決定にあたっては、入札書に記載さ
れた金額に、消費税法及び地方消費税法の規
定により定められた税率により算定された金
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てる
ものとする。）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約金額のうち消費税額等に
相当する額を除いた金額を記載した入札書を
提出すること。
２ 競争参加資格
 契約を締結する能力を有しない者でないこ
と。
 破産者で復権を得ない者でないこと。
 次の各号に掲げる事実のいずれかに該当し
ない者で、その事実があった後３年を経過し
ていない者でないこと。
 契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑
にし、又は品質若しくは数量に関して不正
の行為をしたこと。
 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正
な価格を害し、若しくは不正の利益を得る
ため連合したこと。
 他者の競争の参加又は契約の締結若しく
は履行を妨げたこと。
 正当な理由がなくて契約を履行しなかっ
たこと。
 監督又は検査の実施に当たり社員の職務
の執行を妨げたこと。
 契約に関し、不正若しくは不当の行為又
はこれに類似した行為により事故を起こ
し、その他信義誠実に欠ける行為をしたこ
と。

