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４ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、封印した入札書に本公
告に示した物品を納入できることを証明する
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
しなければならない。入札者は、開札日の前
日までの間において、契約責任者から当該書
類に関し説明を求められた場合は、それに応
じなければならない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
を有しない者がした入札及び入札に関する条
件に違反した入札は無効とする。
 契約書の作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると契約責任者が判断した資料を添
付して入札書を提出した入札者であって、契
約制限価格の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とする。
 手続きにおける交渉の有無 無
 詳細は、入札説明書による。

 Have been qualified through the ex‑

amination of the documents submitted

by the time limit for tender and submit

following documents till time‑limit for

tender

・Copy of the commercial register

・Document that described company ca‑

reer

・The latest financial statements

・Copy of Tax cerfificate issued in past

three months

 The sale result of the A Heavy Oil last

year should be proven

 Have the small tank lorry, or prove the

fact that it is borrowed／rent

 Have not received suspension of de‑

signated contractor status after the ac‑

ceptance of application form for this

tender

 Time‑limit for tender : 16 : 00 September

19, 2018

 Contact point for the notice : Contract

Section, Toyama Maintenance and Custom‑

er Service Center, Kanazawa Branch, Cen‑

tral Nippon Expressway Company Limited,

439, Kurosaki, Toyama‑shi, Toyama, 939
8214 Japan TEL 0764219048

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年７月 30 日
契約責任者
中日本高速道路株式会社金沢支社

支社長 久保田 修

２ 競争参加資格
 中日本高速道路株式会社契約規則（平成18
年中日本高速道路株式会社規程第25号）第11
条の規定に該当しない者であること。
 入札書の受領期限までに以下の書類を提出
し、一般競争入札参加資格の確認を受けた者
であること。
 商業登記簿謄本の写し
 会社の経歴を記載した書類
 直近の営業報告書（財務諸表等）
 過去３ヶ月以内に発行された納税証明書
（国税通則法施行規則）別紙第９号様式（そ
の３、その３の２、その３の３のいずれか）
の写し
 本公告２に定める、本公告に示し
た物品を納入できること等を証明または計
画を示す書類

 塩化ナトリウムに係る販売実績、製造実績
又は納入実績があることを証明した者である
こと。

 富山保全・サービスセンターから半径100
km以内の場所に位置する1100ｔ以上を保管
できる備蓄倉庫を保有若しくは借用できるこ
と。なお、以下の内容を記載した備蓄庫計画
書を提出すること。ただし、当該備蓄庫は契
約締結日から10日以内に登記簿又は賃借契約
書（写）を提出できるものに限る。
 住所、位置図
 倉庫の平面図
 最大備蓄可能数量
 備蓄庫の現況写真
 保管方法
 納入期日を指定した場合を除き、納入場所
に納入指示を通知した時間から24時間以内に
200ｔ納入できること。以下の内容を記載し
た納入計画書を提出すること。
 凍結防止剤の原産地
 産地からＮＥＸＣＯ倉庫までの流通経路
 在庫管理する倉庫の容量、所在地、位置
図（在庫管理する倉庫の容量は、備蓄倉庫
の容量と別にすること）

 入札書の受領期限から開札の日までの期間
に資格停止を受けている期間中でないこと。

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、
入札説明書の問い合わせ先 〒9200365 石
川県金沢市神野町東170 中日本高速道路株
式会社金沢支社総務企画部 経理・契約チー
ム 電話 0762404935
 入札説明書の交付方法
 交付期間 平成30年７月30日（月）から
平成30年９月19日（水）までの土曜、日曜
及び祝日を除く毎日午前10時00分から午後
４時00分まで。
 交付方法 入札情報公開システム（当社
ホームページに掲載）にデータをアップ
ロードして交付する。
（ＵＲＬ:https://www.epi-asp.fwd.ne.

jp/koukai/do/logon?name1

=06E0060006200600）
なお、データのダウンロードにはパスワー
ドが必要となるので、入札参加希望者は電子
メールでパスワードの送付を依頼すること。
パスワード送付希望受付アドレス:
kanakeiri@c-nexco.co.jp

５ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Nobuhiko Kitamura, Di‑

rector of Toyama Maintenance and Cus‑

tomer Service Center, Kanazawa Branch,

Central Nippon Expressway Company Lim‑

ited

 Classification of the products to be pro‑

cured : 2

 Nature and quantity of the products to be

purchased : A Heavy Oil  113.2 that is

delivered by the small tank lorry

Attention : As the scheduled supply of A

Heavy Oil is the expected quantity based on

the past record of supplies, it does not guar‑

antee the actual supplied amount

 Delivery period : From the next day of

contract through April 30, 2019

 Delivery place : Boiler room at Uke‑

gahara Tunnel of Tokai‑Hokuriku Ex‑

pressway (outbound line) and Boiler room

at Hakamagoshi Chainbase of Tokai‑

Hokuriku Expressway (inbound line) and

Boiler room at Johana Servicearea of To‑

kai‑Hokuriku Expressway (outbound line)

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender are those

who shall

 Not come under Article 11 of the Cen‑

tral Nippon Expressway Company Limit‑

ed regulation concerning the contract

procedures

◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 17
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 ２
 調達物品名及び納入予定数量 北陸自動車
道 富山管内凍結防止剤購入単価契約（平成
30年度）固形剤散布用塩 6280ｔ 溶液散
布用塩 900ｔ
（注）納入予定数量は過年度実績に基づき算

出した見込数量であり、納入数量を保
証するものではない。

 調達件名の特質等 入札説明書のとおり。
 納入期間 契約締結日の翌日から平成31年
４月30日（火）まで。
 納入場所 中日本高速道路株式会社金沢支
社富山保全・サービスセンター 富山県富山
市黒崎439 他５箇所
 入札方法 落札決定にあたっては、入札書
に記載された金額に当該金額の８％に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の
端数があるときは、その端数金額を四捨五入
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
もった契約希望金額の108分の100に相当する
金額を入札書に記載すること。
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