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 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender are who

shall :

 Not come under Article 6 of the East

Nippon Expressway Company Limiteds

regulation concerning the contract pro‑

cedures

 Not to have been subject to transaction

suspension measures imposed by East

Nippon Expressway Company Limited

during the period from the examination

criteria date to the date of the decision on

the bidder.

 There shall be no capital or personnel

relationship between those who intend to

participate in bidding during the period

from examination reference date through

bid／opening auction until the date of the

successful bidder decision

 After 2019 fiscal year have proven to

have actually sold, manufactured or de‑

livered Kerosene concerned

 Be a person who can prove that there is

a fuel reservoir that can be delivered

within 24 hours at the delivery place of

Yuzawa Operation Office

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年８月 17 日
契約責任者 中日本高速道路株式会社

東京支社長 中井 俊雄
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
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 東名高速道
路他 神奈川地区凍結防止剤購入（2020年度）
 中日本高速道路株式会社東京支社 横浜
保全・サービスセンター管内
固形剤散布用塩 410ｔ
緊急用固形剤散布用塩 100ｔ

 中日本高速道路株式会社東京支社 伊勢
原保全・サービスセンター管内
固形剤散布用塩 80ｔ
緊急用固形剤散布用塩 30ｔ
 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令和３年
４月30日まで
 納入場所
 中日本高速道路株式会社東京支社 横浜
保全・サービスセンター
神奈川県横浜市緑区長津田町5509 他５
箇所
 中日本高速道路株式会社東京支社 伊勢
原保全・サービスセンター
神奈川県伊勢原市上粕屋2678 他２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
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
者であるか免税事業者であるかを問わず、見
積もった契約希望金額の110分の100に相当す
る金額を入札書に記載すること。
 本件は、電子契約によることができる。(詳
細は入札（見積）者に対する指示書を参照)

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。以下
「契約規則」という。）第11条の規定に該当し
ない者であること。
 申請書等の提出期限の日までに以下の書類
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
 直近の営業報告書及び財務諸表
 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（国税庁における、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により一時的に納税が困
難となっている事業者に対する猶予制度の
適用を受けた方については、「納税の猶予許
可通知書」の写し又は「納税証明書（その
１）」等の提出でもって同様の取扱いとす
る。）

 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。
 緊急納入する凍結防止剤について、指図後
24時間以内に納入できること。
 申請書等の提出期限から入札の日までの期
間が資格登録停止又は、取引停止を受けてい
る期間中でないこと。
 入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。

３ 申請書等の提出場所等
 申請書等の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒1056011 東京都港区虎ノ門４３１
城山トラストタワー11階
中日本高速道路株式会社東京支社 総務企
画部 契約課 電話0357765600（代表）
 入札説明書の交付方法
 交付期間 令和２年８月17日（月）から
令和２年10月６日（火）まで。
 交付方法 ＮＥＸＣＯ中日本のホーム
ページの入札情報公開システムからダウン
ロードして入手すること。
（ＵＲＬ：https://www.epo-asp.fwd.ne.

jp/koukai/do/login?name1=

06E0060006200600）
なお、データのダウンロードにはパス

ワードが必要となりますので、データのダ
ウンロードを希望する場合は下記メールア
ドレスに申請すること。
メールアドレス：
tokyo.toshokoufu@c-nexco.co.jp

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。
 申請書等の提出期限等
 提出期限 令和２年10月６日（火）

16時00分
 提出方法 持参又は郵送すること。（郵送
の場合は書留親展とし、同日同時刻必着の
こと。）

 入札書の提出期限
 提出期限 令和２年10月６日（火）

16時00分
 提出方法 持参又は郵送すること。（郵送
の場合は書留親展とし、同日同時刻必着の
こと。）

 開札の日時及び場所
 日時 令和２年11月17日（火）11時00分
 場所 中日本高速道路株式会社東京支社

７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、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申請書等の
提出期限までに提出しなければならない。入
札者は、入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。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Toshio Nakai Director

General of Tokyo Branch, Central Nippon

Expressway Company Limited.

 Classification of the products to be pro‑

cured : 2

 Material and quantity of the products to

be purchased :

 Yokohama Maintenance and Customer

Service Center, Tokyo Branch, Central

Nippon Expressway Company Limited :

Sodium Chloride for solid de‑icing agent

410ton, Sodium Chloride for solid in case

of emergency 100ton

 Time‑limit for tender : 4 : 00 P.M, 7 Octo‑

ber, 2020

 Contact point for the notice : Takahashi

Hitoshi, Manager of General Affairs Sec‑

tion, East Nippon Expressway Company Li‑

mited, 1159, Kandatsu, Yuzawa‑machi,

Minamiuonuma‑gun, Niigata, 9496102 Ja‑

pan. TEL 0257843921
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