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 suppliers who have committed any of

the following acts, with the last two years

of recognition of the fact, or who employ

those who have committed any of the fol‑

lowing acts as representatives, managers

or other employees of the company :

⒜ will fully or by grave negligence per‑

formed poor or faulty work in the ma‑

nufacture of any product or in the per‑

formance of any service under contract

with NTT West or committed any un‑

fair act with respect to the quality

and／or quantity of any product sup‑
plied there under ;

⒝ conspired with any other supplier or

suppliers in application and／or con‑
clusion and／or performance of a con‑
tract with NTT West with the inten‑

tion to gain unfair profits ;

⒞ interfered with any other tenderer

participating in a tender or entering

into or performing a contract with

NTTWest ;

⒟ interfered with any NTT West em‑

ployee performing their duty, or re‑

fused or failed to cooperate with any

NTT West employee performing their

duty, during any inspection or supervi‑

sion ;

⒠ failed or refused to enter into any

contract with NTTWest or to perform

any contract with NTT West without

a just reason ;

⒡ made any false report or misrepre‑

sentation of the final procurement ;

⒢ used tender documents for unfair

purposes ;

⒣ committed any unfair act to interfere

with any other supplier or supplies in

competition in NTTWest tenders ;

 suppliers who are deemed to have

gained unfair advantage in a tender com‑

petition as a result of their direct involve‑

ment in the preparation of the final pro‑

curement specifications for the tender.

 Time‑limit for application : Application

for tender should be made by completing

the prescribed application forms and sub‑

mitting them by 3 : 00 p.m. March 4, 2021

(Local Time) to the address in 5.
 Time‑limit for tender : 3 : 00 p.m. March

9, 2021 (Japan Standard Time)

 Contact point for the notice :

ａ．Head Office, General Affairs Departm‑
ent, Nippon Telegraph and Telephone

West Corporation

Attn. : Mr. Takeshita Eiji 12F, 315
Bamba‑cho, Chuo‑ku, Osaka, Japan.

5408511.
MAIL : soumu̲office@west.ntt.co.jp

 Bidding guarantee deposit／Performance
guarantee deposit : Exemption

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
日本郵政株式会社 常務執行役 志摩 俊臣
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入品名及び数量
ＪＰ東センターで使用する電気 予定
1961342kWh／年
 購入物品の特質等 入札説明書による。
 納入期間 令和３年６月１日から令和４年
５月31日まで
 納入場所 仕様書のとおり。
 入札・開札の日時及び場所 令和３年３月
19日（午前）10時00分 日本郵政株式会社電
子入札システム

２ 競争参加資格
 下記アからオに該当しない者であること。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及
び破産者で復権を得ない者。ただし、制限
行為能力者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。

イ 当社から取引停止を通知され、その停止
期間中の者。
ウ 下記各号の一に該当すると認められる者
で、その事実があった後、１年を経過して
いない者。代理人、支配人その他の使用人
として使用する者についても同様とする。
 公共機関の職員に対して行った贈賄の
容疑により公訴を提起された者
 公共機関が発注した契約に関し、談合
又は競売入札妨害の容疑により公訴を提
起された者

エ 会社更生法の更生手続開始又は民事再生
法の再生手続開始の申立をした者。ただし、
これら手続の終結の決定を受けた者を除
く。
オ 反社会的勢力と認められる者及び反社会
的勢力との関与が認められる者、その他入
札説明書において定める者。

 日本郵政株式会社における競争参加資格審
査において、資格を有すると認められた者又
は総務省競争参加資格（全省庁統一参加資格）
を有する者であること。
 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売
り電気事業者として登録を受けている者であ
ること。

３ 入札者に求められる義務等
入札に参加を希望する者は、入札説明書に明
記されている証明書等を令和３年３月５日（午
前）11時までに下記４に示す場所に提出するこ
と。提出された証明書等を審査の結果、当該物
品を納入できると認められた者に限り、入札の
対象者とする。
また、提出された証明書等について説明を求
められたときは、これに応じること。
４ 問合せ先
〒1008791 東京都千代田区大手町二丁目３
番１号 日本郵政株式会社 総務部調達室 担
当 小池 健之 電話：0334770107
５ その他
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必
要な条件を満たさない者の入札及び入札の条
件に違反した入札
 契約手続き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
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法
入札説明書に記載のとおり。

 その他、詳細は入札説明書による。
６ Summary

 Contracting entity : Toshitaka Shima,

Executive President Japan Post Holdings

Co., Ltd,

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Electricity used in JPIEC About

1,961,342kWh／year
 Delivery period : From 1 June 2021 th‑

rough 31 May 2022

 Delivery place : To be specified later

 Time limit for tender : 11 : 00 AM 5

March 2021

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall have been qualified through

the examination of qualifications by Japan

Post Holdings Co., Ltd. For participating in

tenders for manufacturing or purchasing

equipment

 Contact point for the notice : Takeshi

Koike, Affairs Division Procurement De‑

partment, Japan Post Holdings Co., Ltd, 2
31 Otemachi Chiyoda‑ku Tokyo 100
8791 Japan. TEL 0334770107

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
日本郵政株式会社 常務執行役 志摩 俊臣
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入品名及び数量
ＪＰ西センターで使用する電気 予定
1715722kWh／年
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