

令和元年  月  日
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報

(号外政府調達第  号)

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年８月 19 日
契約責任者
東日本高速路株式会社東北支社
鶴岡管理事務所長 布施 光啓
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 06
１ 調達内容
 品目分類番号 ２
 購入等件名及び予定数量令和元年度鶴岡管
理事務所管内灯油購入単価契約灯油（ＪＩＳ
１号）360000ℓ
※予定数量は購入数量を保証するものではな
い。
 購入等案件の仕様等仕様書による。
 契約期間 契約締結日の翌日から令和３年
４月30日まで
 納入場所 仕様書による。
 入札方法
（ア）入札金額は総価とし、納入に関する一
切の費用を含めた額とすること。
（イ）入札金額は消費税及び地方消費税相当
額を除いた「税抜き額」とすること。なお、
落札決定にあたっては、入札金額に消費税
及び地方消費税相当額を加算した金額（１
円未満の端数は四捨五入）をもって落札価
格（契約金額）とします。
（ウ）入札金額の内訳である単価表を添付す
ること。
２ 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限日を審査基
準日とし、審査基準日において以下に該当する
者であること。なお、審査基準日以降、落札者
決定までの間において以下に該当する者でなく
なった場合、競争参加を認めないものとする。
 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則
第６条の規定に該当しない者であること。
 東北支社が所掌する区域において、東日本
高速道路株式会社から取引停止措置を受けて
いる者ではないこと。
 審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
において、入札手続きに参加する者の間に資
本関係又は人的関係がないこと。

書等の提出期限までに、入札書その他入札書
 平 成 26 年 度 以 降 に、 １ 契 約 あ た り 灯 油
2000ℓ以上を納入した実績を有する者であ
とともに提出すべき書類を入札書等の提出期
ること。
限までに、それぞれ提出しなければならない。
 山形県庄内地方（鶴岡市・酒田市・庄内
入札者は、開札日の前日までの間において、
町・三川町・遊佐町）に本件調達対象物品（灯
契約責任者から当該書類に関し説明を求めら
油）の供給設備等を有し、発注後翌々日まで
れた場合は、それに応じなければならない。
に当該供給設備等から指定納入場所へ納入す
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
ることが可能な者であること。
を有しない者がした入札及び入札に関する条
３ 入札に必要な書類の提出場所等
件に違反した入札は無効とする。
 入札に必要な書類の提出場所、契約条項を
 契約書の作成の要否 要
示す場所及び問合せ先
 落札者の決定方法 本公告に示した調達に
〒9970853 山形県鶴岡市小淀川字谷地田
係る入札書を提出した入札者であって、契約
90東日本高速道路株式会社東北支社 鶴岡管
制限価格の範囲内で最低価格をもって有効な
理事務所 総務担当課長 佐藤 文雄 電話
入札を行った入札者を落札者とする。
0235228766
 入札前価格交渉の有無 有
 入札説明書等の交付方法
 手続におけるその他の交渉の有無 無
（ア）交付期間 入札公告の日から令和元年
 入札に関する一般的な質問については、
「調
９月２日までとする。
達に関するよくあるご質問」を参照すること。
（イ）交付方法東日本高速道路株式会社の
（http://www.e‑nexco.co.jp/faq/bids/）
ホームページから入手するものとする。
 その他詳細は、入札説明書による。
（http://www.e‑nexco.co.jp/bids/info/
５ Summary
public̲notice/search̲service）
 Official in charge of contract of the pro‑
 入札に必要な書類の提出方法及び提出期限
curing entity : Mitsuyoshi Fuse, General
（ア）提出方法 書留郵便若しくは信書便又
Manage of Tsuruoka Operation Office,
は持参により提出すること。
Tohoku Regional Head office, East Nippon
（イ）提出期限
Expressway Company Limited
競争参加資格確認申請書等
 Classification of the products to be pro‑
令和元年９月２日 午後４時00分
cured : 2
入札書等

Nature and quantity of the products to be
令和元年10月８日 午後４時00分
purchased
: Kerosene(JIS No.1) 360,000ℓ
 開札の日時及び場所

Delivery
period : From the next day of a
（ア）開札日時 令和元年10月10日 午後１
conclusion
of
a contract to 30, April, 2021
時30分

Delivery
place
: As shown in the specifi‑
（イ）開札場所 東日本高速道路株式会社東
cations
北支社 鶴岡管理事務所 会議室
 Time‑Limit for the submission of applica‑
４ その他
tion forms and relevant documents for the
 契約手続において使用する言語及び通貨
qualification : 16 : 00, 2, September, 2019
日本語及び日本国通貨

Time‑Limit for the submission of tender :
 入札保証金及び契約保証金 不要
16
: 00, 8, October, 2019
 この一般競争に参加を希望する者は、本公

Contact
point for the notice : Fumio Sato,
告に示した競争参加資格を満たすことを証明
General
Affairs
Section Manager, Tsu‑
する書類その他競争参加資格確認申請書とと
もに提出すべき書類を競争参加資格確認申請
ruoka Operation Office, Tohoku Regional

Head office, East Nippon Expressway
Company Limited, 90 Yachita, Koyodo‑
gawa, Tsuruoka City, Yamagata Prefec‑
ture, 9970853Japan
Tel 0235228766

入札公告
東日本電信電話株式会社公告第 31 号
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年８月 19 日
東日本電信電話株式会社
札幌病院長
◎調達機関番号

125

吉岡

◎所在地番号

成人

01

〇東総人医札病情第 1900425 号
１

調達内容


品目分類番号



導入計画物品名称及び数量
テム



22、31
臨床検査シス

一式

調達件名の特質等

入札説明書及び仕様書

による。


納入期限

令和２年１月14日



納入場所

東日本電信電話株式会社

札幌

病院


入札方法

上記１の件名について、入札

を行います。物品の入札は総価での入札で行
いその入札金額には消費税を含まない金額を
入札書に記入して下さい。
２

競争参加資格

所定の入札参加申請書類を、

指定の期日までに提出した者で、以下ホーム
ページに記載する内容に該当しない者としま
す。
ＵＲＬ：http://www.ntt‑east.co.jp/
purchase/procedure/cautions.html 「調 達 に 参
加することができない場合」をご参照下さい。
３

入札書の提出場所等


入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
及び問い合わせ先
〒0600061 北海道札幌市中央区南１条西
15丁目

東日本電信電話株式会社

経営企画担当

川俣

宏

電話（011）6237530
ファックス（011）6237527

札幌病院

