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 Nature and quantity of the products to be

purchased : Gas supply contract in Kobe

Operation Center : 60,443㎥
 Supply period : From the day after regu‑

lar gas meter reading date in March, 2021

to the regular gas meter reading date in

March 2024

 Supply place : As shown in tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Qualified persons are

those who shall :

1）not be applied to the following catego‑
ries from to :
 Those who do not have an ability to

conclude a contract, such as persons

under age, adult guardians and persons

under assistance. However, the follow‑

ing people are excluded who already

have a necessary agreement for the

contract. In addition, bankrupts who

cannot rehabilitate also do not have a

qualification.

 Those who are applied to the follow‑

ing cases from a) to h) within the past

two years :

ａ）Have intentionally practiced

rough manufacture or misconduct in

the quality or quantity of the proper‑

ties in the execution of the contract．
ｂ）Have prevented implementation of
fair competition or conspired to dis‑

turb fair pricing or obtain illicit prof‑

its.

ｃ）Have prevented a successful

bidder from concluding the contract

or a contractor from performing

the contract.

ｄ）Have obstructed the execution of
supervision or inspection by the offi‑

cer in charge.

ｅ）Have failed to perform his con‑
tract without any justifiable reasons.

ｆ）Have falsified the important items
or facts in the Application Form for

Competition Participation Qualifica‑

tion and its supplements.

ｇ）Have caused other tangible or in‑
tangible damage to the Honshu‑

Shikoku Bridge Expressway Compa‑

ny Limited.

ｈ）Have employed as an agent, man‑
ager etc. in concluding a contract

who have been applied to the above

categories from a) to g) within the

past two years.

 Those whose administrative situa‑

tion is acknowledged to be markedly

unsound.

 Those who have practiced business

in violation of the commercial law an‑

dother laws and ordinances.

2）not be under a suspension of business
order as instructed by President, Honshu‑

Shikoku Bridge Expressway Company

Limited at the time of the bid opening.

3）not have capital relationship and／or
personnel relationship with other bidders.

4）submit a copy of a tax payment certifi‑
cate published within the past three

months and formulated in either formats

of 3, 32 or 33 prescribed by Article 9
of the Enforcement Regulations of the

National Tax Act.

5）have obtained a license of general gas
pipeline service provider under Gas Busi‑

ness Act

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 8 : 00 pm, 18 December, 2020

 Time‑limit for the submission of tenders :

8 : 00 pm, 26 January, 2021

 Contact point for the notice : General Af‑

fairs Section, Kobe Operation Center,

Honshu‑Shikoku Bridge Expressway Com‑

pany Limited, 549, Myodani‑cho, Tarumi‑

ku, Kobe, Hyogo Prefecture, 6550852, Ja‑
pan. TEL 0787090084

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 11 月 27 日

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 本西 正人

◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 調達件名及び数量 契約センターにおける
ＩＣタグの購入 一式
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。
 契約期間 入札説明書及び仕様書による。
 納入場所 入札説明書及び仕様書による。
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
に記載された金額に当該金額の消費税及び地
方消費税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
金額を切り捨てるものとする。）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税にかかる
課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、「見積もった金額×100／（100＋消費税
及び地方消費税の税率（パーセント））」に相
当する金額を入札書に記載すること｡

２ 競争参加資格
 入札に参加を希望する者は、競争参加資格
申請書に必要事項を記載のうえ、下記３株
式会社日本政策金融公庫 管財部契約課へ提
出すること。申請書及び添付書類等は、株式
会社日本政策金融公庫において審査するもの
とし、合格した者のみ競争参加資格を有する
ものとする。
 令和01・02・03年度全省庁統一資格、「物品
の販売」において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の
等級に格付けされている者であること、又は、
申請書類により同等であると確認できる者で
あること。
 入札説明書に定める資格を有する者である
こと。なお詳細については入札説明書に記載
のとおり。

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に限る。

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書及び入札に関する条件に違反した入札書は
無効とする。
 契約書の作成の要否 要
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
内で、最低価格をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。
 その他 詳細は入札説明書による。

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、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒1000004 東京都千代田区大手町１

９４ 株式会社日本政策金融公庫 管財部
契約課 下振 洋子 電話0332701552

 入札説明書の交付方法 本公告の日から、
原則として電子メールにより交付する。交付
を希望する者は、次の内容の電子メールを、
管財部契約課代表アドレス（pnbid-k@jfc.
go.jp）に送信すること。
ア 電子メールの標題に、「入札公告第２
293号に係る入札説明書交付希望」と記載
する。
イ 電子メールの本文に、次の内容を記載す
る。
 入札件名「契約センターにおけるＩＣ
タグの購入」
 交付申請者の住所、氏名、電話番号、
メールアドレス（交付申請者が法人の場
合は、住所、法人名、担当部署、担当者
氏名（役職）、電話番号、メールアドレ
ス）
公庫が当該電子メールに入札説明書を添付
したうえで交付申請者に返信することによ
り、入札説明書を交付する。入札説明書が受
信できない場合又は早急な交付を希望する場
合は、前の担当者まで電話連絡を行うこと。
なお、窓口（前の場所）での交付を希望す
る場合は、交付希望日の前営業日までに前
の担当者まで電話連絡を行うこと。
 入札書の提出期限 令和３年１月18日（月）
12時00分（郵送による場合は必着のこと）
 開札の日時及び場所 令和３年１月19日
（火）10時00分 大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー４階408会議室
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