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 Fulfillment place : refer to the tender do‑ ３ 入札者に求められる義務 参加希望者は入札
cumentation.
説明書に示す資料等を令和２年12月17日15時00
 Time‑limit for tender : 12 : 00 16 Decem‑
分までに下記４に示す場所に提出すること。
ber 2020
４ 問合せ先 〒7308797 広島県広島市中区東
 Contact
point
for
the
notice :
白島町19番８号 日本郵便株式会社中国支社広
TAKAHASHI Koji, Property Administra‑
島共通事務集約センター 担当 上垣内美恵
tion Department, Japan Finance Corpora‑
電話0822245993
tion, 194 Otemachi, Chiyoda‑ku, ５ その他
Tokyo, 1000004, Japan TEL 033270
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
1552
さない者の入札及び入札条件に違反した入札

入札公告



手続で使用する言語・通貨

日本語・日本国通貨
次のとおり一般競争入札に付します。
 契約保証金 不要
令和２年 10 月 26 日
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
契約責任者
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
日本郵便株式会社中国支社長 小林 利行

詳細は入札説明書による。
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 34
６
Summary
〇第１号（№１）
 Contracting entity : Toshiyuki Kobaya‑
１ 調達内容
shi, Director of Chugoku Regional Office,
 品目分類番号 26
 件名及び数量 日本郵便株式会社岡山中央
Japan Post Co., Ltd.
郵 便 局 で 使 用 す る 電 気 （予 定） 2726136
 Classification of the goods to be procu‑
kWh
red : 26
 特質等 仕様書による。
 Nature and quantity of the goods to be
 供給期間 令和３年４月１日から令和４年
purchased : About 2,726,136kWh Electricity
３月31日まで（自動更新条項付。最大４回）
to be used in Okayama Central Post Office
 供給場所 仕様書のとおり
 Supply period : From 1 April 2021 th‑
 入札、開札の日時及び場所 令和２年12月
rough 31 March 2022
28日14時00分 日本郵便株式会社中国支社入
 Supply place : By specification
札室
 Time limit for tender : 3 : 00 PM 17 De‑
２ 取引先資格 次に該当しない者であること。
cember 2020
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
 Contact point for the notice : Mie Ka‑
破産者で復権を得ない者。但し、制限行為能
migauchi, Chugoku Regional Office, Japan
力者であって契約締結のために必要な同意を
Post Co., Ltd. 198 Higashi‑hakushima‑
得ている者を除く。
cho, Naka‑ku, Hiroshima‑City, Hiroshima
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
7308797 Japan TEL 0822245993
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
入札公告
くは同清算開始の申立をされ、又は破産法の
次のとおり一般競争入札に付します。
破産手続開始、会社更生法の更生手続開始若
令和２年 10 月 26 日
しくは民事再生法の再生手続開始の申立を
契約責任者
し、若しくはされた者。但し、手続終結者を
株式会社ゆうちょ銀行
除く。
常務執行役 福岡 伸博
 反社会的勢力と認められる者

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 76
 競争に付する事項 ダイレクトメールの発
送等業務の委託（2021年）
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行期間 契約締結日から令和４年２月28
日まで
 履行場所 入札説明書による。
 入札・開札の日時及び場所 令和２月12月
21日午後１時00分 日本郵政グループ入札室
東京都千代田区大手町二丁目３番１号３階
２ 競争参加資格
 下記ア、イ、ウ、エ及びオに該当しない者
であること。
ア 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。ただし、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。
イ 下記の各号の一に該当すると認められる
者でその事実があった後２年間を経過して
いない者。代理人、支配人その他の使用人
として使用する者についても同様とする。
 契約の履行にあたり故意に工事若しく
は製造を粗雑にし、又は物品の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした者
 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な利益を得
るために連合した者
 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若
しくは履行を妨げた者
 監督又は検査に際し職務の執行を妨げ
た者
 正当な理由が無くて契約を履行しな
かった者
 その他、会社に損害を与えた者
ウ 次の各号のいずれかに該当すると認めら
れるもので、その事実があった後、１年を
経過していない者。代理人、支配人その他
の使用人として使用する者についても同様
とする。
 公共機関の職員に対して行った贈賄の
容疑により公訴を提起された者
 公共機関が発注した契約に関し、談合
又は競売入札妨害の容疑により公訴を提
起された者

エ

会社更生法（平成14年法律第154号）に
基づき更生手続開始の申立をした者又は民
事再生法（平成11年法律第225号）に基づ
き再生手続開始の申立をした者。ただし、
更生手続又は再生手続の終結の決定を受け
た者を除く。
オ 前各号に掲げる者のほか、反社会的勢力
と認められる者。なお、反社会的勢力とは
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった
時から５年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、そ
の他これらに準ずる者等の属性要件のほ
か、次に掲げる行為を行う者をいう。
 暴力的な要求行為
 法的な責任を超えた不当な要求行為
 取引に関して、脅迫的な言動をし、又
は暴力を用いる行為
 風説を流布し、偽計を用い又は威力を
用いて当社の信用を毀損し、又は当社の
業務を妨害する行為
 からに準ずる行為
 株式会社ゆうちょ銀行における競争参加資
格審査において、資格を有すると認められた
者又は総務省競争参加資格（全省庁統一資格）
を有する者であること。
３ 入札者に求められる義務等
入札に参加を希望する者は、入札説明書に明
記されている証明書等を令和２年12月16日午前
10時30分までに下記４に示す場所に提出しなけ
ればならない。提出された証明書等を審査の結
果、当該事項を履行することができると認めら
れた者に限り入札の対象者とする。なお、提出
した証明書等について説明を求められたときは
これに応じなければならない。
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 〒1008793 東京都千代田区大
手町二丁目３番１号 株式会社ゆうちょ銀行
コーポレートスタッフ部門総務部（契約担当）
担当 花澤 洋一 電話0334771710
５ その他
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必
要な条件を満たさない者の入札及び入札の条
件に違反した入札

