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 Contact point for the notice :

HOSHIZAWA and ISHIZAKI, Contract

Section, Accounting Group, Office of Ac‑

counting, Finance and Accounting De‑

partment, J.H.F.A 1410 Koraku, Bun‑
kyo‑ku, Tokyo, 1128570, Japan TEL 03
58008053
 Acquire the electric certificate in case of

using the Electric Bidding system

https://www.jhf.go.jp/financial/tender/

index.html

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年１月 13 日
契約責任者 中日本高速道路株式会社

代表取締役社長 宮池 克人
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 令和３年度 道路作
業用信号焔管購入単価契約 道路作業用信号
焔管約387250本
 購入等案件の仕様等 仕様書のとおり。
 納入期間 2021年４月１日から2022年３月
31日まで
 納入場所 中日本高速道路株式会社 各保
全・サービスセンター等
 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
するものとします。）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。
入札書に記載する金額は、総価（総価は、
１円の位まで計上できるものとする。）にて記
載すること。
本件入札は、「せり下げ方式」によることと
し、契約制限価格の設定はしないが、最低の
価格を提示した者と当該価格の妥当性や履行
の可否を確認するための協議を実施し、当社
算定の参考価格や品質等が合致しないと当社

が判断した場合は、落札者としないことがあ
る。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
 当社ホームページに掲載の「中日本高速道
路株式会社契約規則」第11条の規定に該当し
ない者であること。
 入札書の提出期限から開札の日までの期間
に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に定める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も
のであること。
一 商業登記簿謄本の写し
二 直近の財務諸表類（決算報告書等）
三 納税証明書の写し（書式その３．その３
の２・その３の３のうち、いずれか一枚）
なお、新型コロナウイルスの感染症の影
響に伴う国税の猶予制度の適用を受け、指
定の書類を提出できない場合は、国税の猶
予制度の適用を受けていることを示す書類
として「納税の猶予許可通知書」の写し又
は「納税証明書（その１）」を提出すること。
四 会社の経歴を記載した書類
五 販売営業許可又は製造許可を証明※する
書面の写し
※火薬類取締法第５条に定めのある販売営
業許可があることを証明した者であるこ
と。なお、同条ただし書きに該当する場
合で販売営業許可の証明が出来ない場合
は、同法第３条に定める製造の許可を証
明すること。

六 当該調達物品又はこれと同等の類似品に
係る35万本以上の製造実績又は販売実績が
あることを証明する書面の写し

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
〒4600003 名古屋市中区錦２丁目18番19
号 三井住友銀行名古屋ビル12階 中日本高
速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部
契約課 電話0522221209

 入札説明書等の交付方法
 交付期間 入札公告の日から令和３年３
月18日（木）まで。
 交付場所 当社ホームページに掲載の入
札公告・契約情報検索ページによる。
 交付方法 入札公告・契約情報検索ペー
ジにデータをアップロードして交付する。
(URL:https://contract.c-nexco.co.jp/
auction_info/search）
入札公告及び入札に関する書類は訂正・
取消をする場合があり、訂正・取消を行っ
たときは、入札公告・契約情報検索ページ
に掲載する。

 競争参加資格確認資料及び入札書の提出期
限等
 提出期限 令和３年３月５日午後４時00
分（ただし、郵送による入札については、
令和３年３月５日午後４時00分までに上記
３へ郵送すること。）
 提出方法 持参又は郵送すること。（書留
郵便に限ることとし、電送による提出は認
めない。）

 開札の日時及び場所
 日時 令和３年３月19日午後１時30分
 場所 中日本高速道路株式会社 ８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
告に示した販売営業許可等を証明する書類を
添付して入札書の提出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。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 最低価格をもって有効
な入札を行った入札者と協議のうえ落札者と
する。
 手続における交渉の有無 無
 その他 詳細は、入札説明書等による。

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Miyaike Yoshihito, Chief

Operating Officer of Central Nippon Ex‑

pressway Company Limited

 Classifications of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

procured : Flare 387,250 pieces

 Delivery period : From April 1, 2021 to

March 31, 2022

 Delivery place : Maintenance and Cus‑

tomer Service Center of Central Nippon

Expressway Company Limited,etc

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender shall :

 not come under Article 11 of the Cen‑

tral Nippon Expressway Company Limit‑

ed s regulation concerning the contract

procedures

 have not received suspension of de‑

signated contractor status after the ac‑

ceptance of application form for this ten‑

der.

 not have capital relationship and per‑

sonnel relationship with other bidders.

 have been qualified through the Exami‑

nation of the documents submitted. Sub‑

mit following documents for Acceptance

time limit of tender documents

・Copy of the commercial register
・The latest financial statements
・Copy of certificate of tax payment
・Document describing the company ca‑
reer

・Copy of document that proves sales bu‑
siness permission or manufacturing li‑

cense

・have proven to have actually manufac‑
tured or sold more than 350,000 the pro‑

ducts concerned or the products with

performance similar to that of the pro‑

ducts concerned.
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