 Not to have been subject to transaction
 入札方法 落札者の決定にあたっては、入
 入札説明書等の交付方法
Nature and quantity of the services to be
札書に記載された金額に当該金額の10パーセ
suspension measures imposed by East
 交付期間：入札公告日から令和元年10月
required : Cargo transportation costs unit‑
ントに相当する額を加算した金額（当該金額
Nippon Expressway Company Limited
17日（木）までの土曜日、日曜日及び祝日
price contract : as given in the Quantity Ta‑
に１円未満の端数があるときは、その端数金
during the period from the examination
を除く毎日午前８時30分から午後８時ま
ble.
額を四捨五入するものとする。）をもって落札
criteria date to the date of the decision on
 Fulfillment period : From 1 November,
で。
価格とするので、入札者は、消費税及び地方
the bidder.
 交付場所：当社ホームページに掲載の入
2019 to 31 October, 2021
 There shall have been no funding or
消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
 Fulfillment place : As shown in the speci‑
札情報公開システムによる。
であるかを問わず、見積もった契約希望金額
personal
relationships
with
those
intend‑
 交付方法：入札情報公開システムにデー
fications
の110分の100に相当する金額を入札書に記載
ing to participate in the bidding during
 Qualifications for participating in the
タをアップロードして交付する。
すること。なお、本件入札は、
「せり下げ方式」
the period from the examination criteria
(URL：https://www.epi‑asp.fwd.ne.jp/
tendering procedures : Suppliers eligible for
によることとし、契約制限価格は設定しない。
date to the date of the decision on the bid‑
participating in the open tender are those
koukai/do/logon?name1=
また、入札方法の詳細については、入札説明
der.
who come under the following items at the
06E0060006200600）
 Time‑limit for the submission of applica‑
書及び入札者に対する指示書を参照するこ
また、入札公告及び設計図書等は、訂正・
time of the examination date, with the ex‑
と。
tion forms and relevant documents for the
取消をする場合があり、訂正・取消を行っ
amination date set as the due date of re‑
qualification : 4 : 00 P.M. 13 September 2019 ２ 競争参加資格
たときは、入札情報公開システムに掲載す
ceipt of the documents required for the ten‑
 Time‑limit for the submission of tender :
 当社ホームページに掲載の「中日本高速道
る。
der. In addition, suppliers who no longer
路株式会社契約規則」第11条の規定に該当し
4 : 00 P.M. 7 October 2019
 申請書等の提出期間、場所及び方法
come under the following items after the
 Contact point for the notice : Hiroshi
ない者であること。
 提出期間：入札公告日から令和元年10月
examination date and up to the time of the
 令和元年10月２日（水）までに以下の書類
Nakaya, Deputy Manager of Procurement
２日（水）までの土曜日、日曜日及び祝日
decision being made on the successful supp‑
（以下「申請書等」という。）を提出し、一般
& Contract Section, Accounting & Finance
を除く毎日午前10時から午後４時まで。
lier shall not be eligible to participate in the
競争入札参加資格の必要条件を満たすことの
Department, General Affairs & Accounting

提出場所：上記に同じ。
open tender.
確認を受けた者であること。
Division, East Nippon Expressway Compa‑
 商業登記簿謄本の写し
 The supplier does not come under Arti‑
 提出方法：上記に持参又は郵送（書留
ny 332 Kasumigaseki, Chiyoda‑ku,
 直近の財務諸表類（貸借対照表、損益計
Tokyo 1008979 Japan. Tel. 033506
郵便に限る。）とし、電送による提出は認め
cle 6 of the East Nippon Expressway
算書、株主資本等変動計算書及び注記表）
0212
ない。
Company Limiteds regulations concern‑
 過去３ヶ月以内に発行された納税証明書
 入札書の提出期限、場所及び方法
ing contract procedures (Regulation No.
入札公告
の写し（その３・その３の２・その３の３
 提出期限：令和元年10月２日（水）午後
16 of 2005).
次のとおり一般競争入札に付します。
のうち、いずれか一枚）
 The supplier is a general motor truck
４時00分
令和元年８月 13 日
 会社の経歴を記載した書類
 提出場所：上記に同じ
transportation business operator.
契約責任者 中日本高速道路株式会社
 競争参加資格確認申請書
 The ability to carry out moving bag‑
 提出方法：上記に持参又は郵送（書留
名古屋支社長 野口 英正
 公益社団法人日本防犯設備協会が定める優
郵便に限る。）とし、電送による提出は認め
gage transportation services in all juris‑
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
良防犯機器として、平成20年10月６日以降に
ない。
dictions of the client
１ 調達内容
認定（ＲＢＳＳ認定）されたネットワークカ
 The supplier has a track record of
 開札の日時及び場所
 品目分類番号 15
メラを納入した実績があること。
 日時：令和元年10月18日（金）午前11時
transporting, within one year, the bag‑
 調達件名及び 名古屋支社管内 未課金応
 入札に参加した者の間に資本関係又は人的
00分
gage of 600 or more employees of a cor‑
対用カメラ等調達（2019年度）
関係がないこと。
 場所：上記に記載する三井住友銀行名
poration (other party to the contract)
数量
 上記に示す申請書等の提出期限から開札
古屋ビル８階の入札室
with which it has entered into a corporate
ネットワークカメラ 66台
の日までの期間に当社からの資格登録停止又
４
その他
contract in the past three years prior to
ＬＥＤ赤外線投光器 33台
は取引停止を受けていないこと。
 契約手続において使用する言語及び通貨
the examination reference date.
映像記録装置 16台
３ 入札手続等
 The supplier has clearly established a
日本語及び日本国通貨
無停電電源装置 15台
 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場
 入札保証金及び契約保証金 免除
counter at each business office of the co‑
映像管理ソフトウェア 16ライセンス 他
所及び問い合わせ先 〒4600003 愛知県名
 入札者に要求される事項 入札者は、開札
ntractee to handle applications for cargo
 調達内容の特質等 仕様書による。
古屋市中区錦２丁目18番19号 三井住友銀行
日の前日までの間において、契約責任者から
transportation, complaints, procedures
 納入期間 契約締結日の翌日から120日間
名古屋ビル12階 中日本高速道路株式会社
申請書等に関し説明を求められた場合は、そ
for payment documents, and other mat‑
 納入場所等 東名高速道路音羽蒲郡料金所
名古屋支社 総務企画部 契約課 電話
他13箇所
0522221448
れに応じなければならない。
ters.
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