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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、
入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先
〒1928648 東京都八王子市宇津木町231
中日本高速道路株式会社 八王子支社 総
務企画部 経理・契約課 電話042691
1171
 入札説明書等の交付方法
 交付期間 入札公告日から令和２年５月
８日（金）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：
hachioji.tosyokoufu@c-nexco.co.jp

上記アドレス宛に「希望する案件名」「会
社名」「代表者名」「住所」「連絡先（ＴＥＬ／
ＦＡＸ）」「担当者名」「送付希望先メールア
ドレス」を記載の上、パスワードの送付を
依頼すること。
また、入札公告及び設計図書等は、訂正・
取消をする場合があり、訂正・取消を行っ
たときは、入札情報公開システムにて掲載
する。

 入札書の受領期限等
 受領期限 令和２年５月８日（金）午後
４時まで（ただし、郵便による入札の場合
については、書留郵便とし、同日同時刻迄
必着のこと。）
 提出方法 持参又は郵送すること。（電送
による入札は認めない。）

 開札の日時及び場所
 日時 令和２年５月27日（水）

午前11時00分
 場所 中日本高速道路株式会社

八王子支社１階入札室

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
 手続における交渉の有無 無
 詳細は、入札説明書及び証明書等の作成要
領による。
 本件は、電子契約によることができる。
５ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Yukawa Yasuyuki, Direc‑

tor General of Hachioji Branch, Central

Nippon Expressway Company Limited

 Classification of the products to be pro‑

cured : 17

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 3 Wet Salt Spreading Trucks

 Delivery period : 180 days

 Delivery place :

・Hachiouji interchange, CHUO EX‑

PRESSWAY (1 Wet Salt Spreading

Truck)

・Ootsuki interchange, CHUO EXPRESS‑

WAY (1 Wet Salt Spreading Truck)

・Kofushowa interchange, CHUO EX‑

PRESSWAY (1 Wet Salt Spreading

Truck)

 Trade in item : 3 Wet Salt Spreading

Trucks

 Qualifications for participating in the

tendering procedures :

 Not come under Article 11 of the Cen‑

tral Nippon Expressway Companys re‑

gulation concerning the contract pro‑

cedures

 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から下取り機械
のリサイクル料金を除いた金額の10％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
入するものとする。）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業者であるかを問
わず、下取り機械のリサイクル料金を除き見
積もった契約希望金額の110分の100に相当す
る金額に下取り機械のリサイクル料金を加算
した金額を入札書に記載すること。本件入札
は、「せり下げ方式」によることとし、契約制
限価格は設定しない。なお、「せり下げ方式」
による入札方法は、入札説明書及び入札者に
対する入札指示書を参照のこと。

２ 競争参加資格
 中日本高速道路株式会社契約規則（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。
規則第11条の規定に該当しない者とは、次
の各号に掲げる者でないことをいう。
一 契約を締結する能力を有しない者（未成
年者、被保佐人又は被補助人であって、契
約締結のために必要な同意を得ている者を
除く。）及び破産者で復権を得ない者並びに
経営状態が著しく不健全であると認められ
る者

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年３月 12 日
（契約責任者）中日本高速道路株式会社

八王子支社長 湯川 保之
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 17
 購入等件名及び数量
八王子支社管内 標識車購入（2020年度）
標識車（Ａ）12台

 購入等案件の仕様等 入札説明書及び仕様
書による。
 納入期限 契約締結日の翌日から330日間
 納入場所
八王子ＩＣ ３台（更新）
松本ＩＣ １台（更新）

８台（新規）

 下取りに供する物品 有
入札参加手続きに先立ち、特記仕様書

表４に示す下取り機械を下記の通り公開し
ますので、希望する場合は、下記に記載する
問合せ先に事前に連絡のうえ参加して下さ
い。
・下取り機械№１～３
 公開日時 令和２年４月７日（火）午
後４時から午後５時まで
 公開場所 中央自動車道 八王子ＩＣ
・下取り機械№４
 公開日時 令和２年４月７日（火）午
前11時から午後０時まで
 公開場所 中央自動車道 松本ＩＣ
中日本高速道路株式会社 八王子支社 総
務企画部 経理・契約課 電話042691
1171

 Have been qualified through the ex‑

amination of the documents submitted.

Submit following documents till time‑

limit for tender

・Copy of the commercial register

・The latest financial statements

・Copy of certificate of tax payment

・Document that described company ca‑

reer

 Have proven to have actually manu‑

factured or delivered the products con‑

cerned or the products with performance

similar to that of the products concerned

 Have proves to have prepared system

to provide rapid after‑sales service and

maintenance for the purchases

 Due date for the submission of tender :

4 : 00 p.m. May 8, 2020 (tenders submitted

by registered mail must reach us by 4 : 00

p.m. May 8, 2020)

 Contact point for the notice :

Accounting／Contract Division, Hachioji

Branch, Central Nippon Expressway Com‑

pany Limited, 231, Utsukimachi, Hachiouji

city, Tokyo, 1928648, Japan. TEL 042
6911171
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