 Time limit of tender : 2 : 00 PM 11 De‑
会社更生法（平成14年法律第154号）に ４ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
cember 2019
基づき更生手続開始の申立をした者又は民
〒9808792 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目
次のとおり一般競争に付します。
 Qualification for participating in the ten‑
事再生法（平成11年法律第225号）に基づ
２番７号 株式会社かんぽ生命保険仙台事務
dering procedures : Suppliers eligible for
令和元年 10 月 21 日
き再生手続開始の申立をした者。ただし、
サービスセンター主計ユニット会計担当
嶺岸
participating in the proposed tender are
契約責任者
更生手続又は再生手続の終結の決定を受け
誠弘 電話0222168806
those who shall have Grade A sale of prod‑
株式会社かんぽ生命保険
た者を除く。
５ その他
uct in the Tohoku district, in terms of the
仙台事務サービスセンター長 菅野 厚子
エ 前各号に掲げる者のほか、反社会的勢力
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必
qualification for participating in tenders by
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 04
と認められる者。
要な条件を満たさない者の入札及び入札の条
Ministry of Internal Affairs and Communi‑
１ 調達内容
なお、反社会的勢力とは、暴力団、社会
件に違反した入札
cations
(Single Qualification for every min‑
 品目分類番号 26
運動標ぼうゴロ等、その他次の各号に掲げ
 契約手続において使用する言語及び通貨
istry and agency) or JAPAN POST IN‑
 購入品名及び数量 仙台サービスセンター
る者をいう。
日本語及び日本国通貨に限る。
SURANCE Co., Ltd. 's qualification.
で使用する電気 2572980kWh（予定）
 会社が提供するサービスを不正に利用
 入札保証金及び契約保証金 免除
 Contact point for the notice : Masahiro
 購入物品の特質等 入札説明書による。
する者、又は不正な目的をもって利用す
 契約書作成の要否 要
Minegisi, General Affairs Division of JA‑
 納入期間 令和２年２月１日から令和５年
る者
 株式会社かんぽ生命保険資格審査申請書の
PAN POST INSURANCE Co., Ltd. Sendai
１月31日まで
 会社が提供するサービスの利用を通じ
提出 参加条件を満たさない者で入札を希望
Service Center, 327 Kamisugi Aobaku
 納入場所 株式会社かんぽ生命保険仙台
する者は、当社所定の審査申請書に必要事項
て、社会的妥当性を欠く不当な要求をす
Sendai City Miyagi Pref. 9808792, Japan.
サービスセンター
を記入の上、株式会社かんぽ生命保険総務部
る者
TEL 0222168806
 入札・開札の日時及び場所 令和元年12月
契 約 担 当 （電 話 03  3477  2581） 〒 100 
 その他、社会的妥当性を欠く不当な要
18日午前11時00分 株式会社かんぽ生命保険
入札公告
8794 東京都千代田区大手町二丁目３番１号
求をする者
仙台サービスセンター第１会議室
へ提出すること。なお、申請の時期によって
オ 下記各号の一に該当すると認められるも
次のとおり一般競争入札に付します。
２ 競争参加資格
は本件入札に間に合わない場合がある。
ので、その事実があった後、１年を経過し
令和元年 10 月 21 日
 下記ア、イ、ウ、エ及びオに該当しない者
 入札書の記載方法 落 札 決 定 に 当 た っ て
東京地下鉄株式会社 営業部長 榎本
進
ていない者。
（これを代理人、支配人その他
は、入札書に記載された金額に当該金額の
であること。
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
の使用人として使用する者についても同様
10％に相当する額を加算した額（当該金額に
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及
〇第 570 号
とする。）
１円未満の端数があるときは、その端数を切
び破産者で復権を得ない者。ただし、制限
１ 調達内容
 公共機関の職員に対して行った賄賂の
り捨てた金額）をもって落札価格とするので、
行為能力者であって契約締結のために必要
 品目分類番号 57
容疑により公訴を提起された者
入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事
な同意を得ている者を除く。
 調達役務及び数量 遺失物等自動車搬送業
 公共機関が発注した契約に関し、談合
業者であるか免税事業者であるかを問わず、
イ 下記各号の一に該当すると認められる者
務
又は競売入札妨害の容疑により公訴を提
見積もった契約金額の110分の100に相当する
でその事実があった後２年間を経過してい

調達役務の仕様等 入札説明書による。
起された者
金額を入札書に記載すること。
ない者。代理人、支配人その他の使用人と

履行期間 令和２年４月１日から令和３年
 落札者の決定方法 予定価格の範囲内で、
 株式会社かんぽ生命保険又は総務省競争参
して使用する者についても同様とする。
３月31日まで
最低価格をもって有効な入札を行った入札者
加資格（全省庁統一資格）のいずれかにおい
 契約の履行に当たり故意に工事若しく
 履行場所 入札説明書による。
を落札者とする。
て、
「
物品の販売」の営業品目「燃料類」又は
は製造を粗雑にし、又は物品の品質若し
 入札方法 の業務について入札に付す
６
Summary
「その他」のＡ等級に格付けを有する者であ
くは数量に関して不正の行為をした者
る。落札決定にあたっては、入札書に記載さ

Contracting
entity
:
Atuko
Kanno,
Senior
ること。
 公正な競争の執行を妨げた者、又は公
れた金額に、消費税法及び地方消費税法の規
General Manager of JAPAN POST IN‑
正な価格を害し若しくは不正な利益を得 ３ 入札者に求められる義務等
定により定められた税率により算定された金
SURANCE Co., Ltd. Sendai Service Center
入札に参加を希望する者は、入札説明書に明
るために連合した者
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
 Classification of the products to be pro‑
記されている証明書等を令和元年12月11日午後
 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若
数があるときは、その端数金額を切り捨てる
cured : 26
２時までに下記４に示す場所に提出しなければ
しくは履行を妨げた者
ものとする。）をもって落札価格とするので、
 Nature and quantity of the products to be
ならない。提出された証明書を審査の結果、当
 監督又は検査に際し職務の執行を妨げ
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
purchased : about 2,572,980kWh Electricity
該物品を供給できると認められた者に限り、入
た者
事業者であるか免税事業者であるかを問わ
 Delivery period : From 1 February 2020
札の対象者とする。
 正当な理由がなくて契約を履行しな
ず、見積もった契約金額のうち消費税額等に
through 31 January 2023
なお、提出した書類について説明を求めた時
かった者
相当する額を除いた金額を記載した入札書を
 Delivery place : JAPAN POST INSUR‑
はこれに応じなければならない。
 その他、会社に損害を与えた者
提出すること。
ANCE Co., Ltd. Sendai Service Center
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