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当該業務に直接関連する他の業務の契約を
 使用期間 入札説明書による。
 次の及びに該当すること。
 入札者に要求される事項 本競争に参加を
希望する者は、封印された入札書のほかに、
当該業務の契約の相手方との随意契約により
 需給場所 入札説明書による。
 電気事業法（昭和39年法律第170号）第
競争に参加するために必要な証明書等（以下
締結する予定の有無 無
 入札方法 入札者は、上記の〜の調
２条第１項第３号及び第２条の２の規定に
「証明書等」という。）を入札書の提出期限ま
 関連情報を入手するための照会窓口は、３
達物品のうち、希望する調達物品を選定して
基づく小売電気事業者としての経済産業大
でに提出しなければならない。また、証明書
に同じ。
入札することができる。ただし、選定した調
臣の登録を受けた者
等の内容に関する当社の照会について説明す
 その他詳細はホームページに掲載する入札
達物品に含まれる全ての受電所に電力を供給
 過去に小売電気事業者として電気小売の
る義務を負うものとする。
公告による。
しなければならない。また、入札金額は、入
実績を有する者
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
札者が受電所毎に設定する契約電力に対する ３ 入札手続等
５ Summary
を有しない者がした入札及び入札に関する条
単価に予定契約電力※（キロワット）を乗じ
 Official in charge of the contract of the
 担当部局 〒9200365 石川県金沢市神野
件に違反した入札は無効とする。
た金額及び使用電力量に対する単価に予定使
procuring entity : YAGI Shigeki, Director
町東170 中日本高速道路株式会社 金沢支
 契約書の作成の要否 要
用電力量※（キロワット時）を乗じた金額の
General of Tohoku Regional Head Office,
社 総務企画部 経理・契約課 電話076
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
各月の合計金額の１年間の総額（当該金額に
East Nippon Expressway Company Limited
2404935
納入できると契約責任者が判断できる資料を
１円未満の端数があるときは、その端数金額
 Classification of the services to be pro‑
 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交
添付して入札書を提出した入札者であって、
を四捨五入するものとする。
）
を各受電所の金
cured : 42
付方法
電気需給単位毎の契約制限価格の範囲内で入
額とし、選定した調達物品に含まれるすべて
 Subject matter of the contract : Building
 交付期間 入札公告の日から令和２年12
札を行った者のうち最低価格の入札金額（総
の受電所の金額を合計し、記載すること。な
design of the Kitakami Management office
月18日（金）までの土曜、日曜及び祝日を
価）で行う。落札者は電気需給契約単位毎に
お、入札者が発電に必要とする燃料費調整額
 Time‑limit to express interests : 4 : 00
除く毎日午前10時00分から午後４時00分ま
決定するものとし、契約制限価格の範囲内で
及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含
P.M. 24 November 2020
で。
最低価格をもって有効な入札を行った入札者
めないものとする。また、単価には、消費税
 Contact point for tender documentation :
 交付場所 当社ホームページに掲載の入
を落札者とする。
及び地方消費税を含むものとする。
KIKUCHI Shinji, Deputy Manager of Pro‑
札情報公開システムによる。
 手続における交渉の有無 無
※上記、
「予定契約電力」及び「予定使用電力
curement ＆ Contract Section, Techno‑
 交付方法 入札情報公開システムにデー
 詳細は、入札説明書による。
量」は入札説明書による。
logy ＆ Procurement Department, Tohoku
タをアップロードして交付する。(ＵＲＬ: ５ Summary
Regional Head Office, East Nippon Ex‑ ２ 競争参加資格
 Official in charge of the contract of the
https://www.epi‑cloud.fwd.ne.jp/
 中日本高速道路株式会社契約規則（平成18
pressway Company Limited 321, Chuo,
procuring entity : Shinichi Kataoka, Direc‑
koukai/do/logon?name1
年11月９日中日本高速道路株式会社規程第25
Aoba‑ku, Sendai City, Miyagi Prefecture,
tor General of Kanazawa Branch, Central
=06E0060006200600）入札公告及び入札に
号）第11条の規定に該当しない者であること。
9800021 Japan TEL 0222171726
Nippon Expressway Company Limited
関する書類は訂正・取消をする場合があ
 令和２年12月18日（金）までに以下の書類
 Classification of the products to be pro‑
入札公告
り、訂正・取消を行ったときは、入札情報
を提出し、一般競争入札参加資格の必要条件
cured : 26
公開システムに掲載する。
次のとおり一般競争入札に付します。
を満たすことの確認を受けた者であること。
 Nature and quantity of the products to be

入札書の提出期間並びに提出場所及び方法
令和２年 10 月 30 日
 商業登記簿謄本の写し
purchased : Electric power supply for 3 con‑
 提出期間 入札公告の日から令和２年12
契約責任者 中日本高速道路株式会社
 会社の経歴を記載した書類
tracts. Quantity of the products is as fol‑
月18日（金）までの土曜、日曜及び祝日を
金沢支社長 片岡 慎一
 直近の営業報告書（財務諸表等）
lows :
除く毎日午前10時00分から午後４時00分ま
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 17
 過去３ヶ月以内に発行された納税証明書
 The area of Hokuriku Electric Power
で。
１ 調達内容
（国税通則法施行規則）別紙第９号様式（そ
transmits and distributes Estimated an‑
 提出場所 上記に同じ。
 品目分類番号 26
の３、その３の２、その３の３のいずれか）
nual electric power consumption : about
 提出方法 上記に郵送すること。
（書留
 調達物品名及び数量
の写し
29,100,096kWh／year (65places)
郵便に限る。）
 北陸電力が送配電する地域 電気需給契
※新型コロナウイルス感染症の影響により
 The area of Kansai Electric Power
 開札の日時及び場所
約 年間予定使用電力量 約29100096キ
が提出できない者については、
「納税の猶予
transmits and distributes Estimated an‑
 日時 令和３年１月26日（火）午前９時
ロワット時（65受電所）
許可通知書」の写し又は「納税証明書（そ
nual electric power consumption : about
30分
 関西電力が送配電する地域 電気需給契
の１）」をもって代えることができるものと
4,883,658kWh／year (15 places)
 場所 中日本高速道路株式会社 金沢支
約 年間予定使用電力量 約4883658キロ
する。
 The area of Chubu Electric Power
社 １階入札室
ワット時（15受電所）
 入札書の提出期限から開札の日までの期間
transmits and distributes Estimated an‑
 中部電力が送配電する地域 電気需給契
に資格登録停止または、取引停止を受けてい ４ その他
nual electric power consumption : about
 契約手続において使用する言語及び通貨
約 年間予定使用電力量 約1157670キロ
る期間中でないこと。
1,157,670kWh／year (2 places)
日本語及び日本国通貨
ワット時（２受電所）
 入札に参加しようとする者の間に資本関係
 Delivery period : as in the tender do‑
 調達物品の特質等 入札説明書による。
又は人的関係がないこと。
 入札保証金及び契約保証金 免除
cumentation

