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以下のいずれかの場合に該当する入札の
 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格
 落札者の決定方法 本公告に示した単純役
務に係る入札書を提出した入札者であって、
適正さが阻害されると認められる関係
を有することを確認するための資料（以下「申
契約制限価格の制限の範囲内で最低価格を
Ⅰ）組合（共同企業体を含む。）とその構成
請書等」という。）の提出期間、場所及び方法
Ⅰ）一方の会社等（会社法施行規則（平成
もって有効な入札を行った入札者を落札者と
員が同一の入札に参加している場合。

期間
令和３年２月22日（月）から令和
18年法務省令第12号）第２条第３項第２
なるべき者とする。
Ⅱ）その他上記又はと同視しうる資本
３年３月15日（月）までの休日を除く毎日
号に規定する会社等をいう。以下同じ。）
 手続における交渉の有無 無
関係又は人的関係があると認められる場
午前10時00分から午後４時00分まで。
（た
の役員（会社法施行規則第２条第３項第
 契約書作成の要否 要
合。
だし、郵送（書留郵便若しくは信書便に限
３号に規定する役員のうち、次に掲げる
 詳細は、入札説明書による。

常駐配置予定車両について、大型車（総重
る。以下同じ。
）
により提出する場合は、令
ものをいう。以下同じ。）が、他方の会社
５
Summary
量が10ｔ以上の車両）のけん引または積載が
和３年３月15日（月）午後４時00分までに
等の役員を現に兼ねている場合。ただし、

Official in charge of disbursement of the
可能であり、引き起こしまたは吊り上げ等が
本公告３へ必着させること。）
会社等の一方が会社更生法に基づく更生
procuring
entity : Nobuhiro Nagata Direc‑
必要な場合、対応可能である車両を２台保有
 場所 本公告３に同じ。
会社又は民事再生法に基づき再生手続き
tor General of Kansai Branch, West Nippon
（リース含む）していること。また、24時間
 方法 持参又は郵送により提出するこ
が存続中の会社等である場合を除く。
Expressway Company Limited
対応できる連絡体制が確立されていること。
と。（電送による提出は認めない。）
 株式会社の取締役。ただし、次に掲
 Classification of the services to be pro‑
 常駐配置予定車両について、緊急自動車の
 入札書提出の期限、場所及び方法
げるものを除く。
cured : 51
指定を有していること。
 期限 令和３年４月26日（月）午後４時
 Nature and quantity of the services to be
ａ）会社法第２条第11号の２に規定す
 排除作業従事予定者について、常駐配置予
00分まで。（ただし、郵送による入札につ
required : Unit price contract to dispatch
る監査等委員会設置会社における監
定車両を取り扱うために必要な免許・資格
いては、期限までに本公告３へ必着させ
Two resident tow trucks
査等委員である取締役
（大型自動車運転免許・玉掛け技能講習修了
ること。）
 Fulfillment period : From 1 May 2021 to
ｂ）会社法第２条第12号に規定する指
証・【ウインチブーム搭載車両の場合】巻上
 場所 本公告３に同じ。
31 March 2022 (Resident period is as shown
名委員会等設置会社における取締役
げ機運転特別教育修了証又は、【クレーン搭
 方法 持参又は郵送すること。（電送に
in the specifications)
ｃ）会社法第２条第15号に規定する社
載車両の場合】移動式クレーン免許）を有し
よる入札は認めない。）
 Fulfillment
place :
Shin‑Meishin
外取締役
ていること。
 開札の日時、場所
Expressway Takatsuki IC, Chugoku
 日時 令和３年４月27日（火）午後１時
ｄ）会社法第348条第１項に規定する ３ 入札手続等
Expressway Nishinomiya Kita IC
 担当部署 西日本高速道路株式会社関西支
30分
定款に別段の定めがある場合により
 Qualification for participating in the ten‑
社 総務企画部経理課 課長代理 中川 聖
 場所 本公告３の西日本高速道路株式
業務を執行しないこととされている
dering procedures : Suppliers eligible for
子 〒5670871 大阪府茨木市岩倉町１番13
会社関西支社入札室
取締役
participating in the open tender are who
号 電話0663449242
４ その他
 会社法第402条に規定する指名委員
shall :
 入札説明書、入札者に対する指示書等の交
 契約手続において使用する言語及び通貨
会等設置会社の執行役
 not come under Article 6 of the admin‑
付期間及び方法
日本語及び日本国通貨に限る。
 会社法第575条第１項に規定する持
istrative instruction of the Contractual
 交付期間 令和３年２月22日（月）から
 入札保証金及び契約保証金 免除
Rules of the West Nippon Expressway
分会社（合名会社、合資会社又は合同
令和３年３月15日（月）まで（土曜日、日
 入札者に要求される事項 この一般競争に
Company Limited,
会社をいう。
）の社員（同法第590条第
曜日及び祝日（以下「休日」という。）を除
参加を希望する者は、本公告３に定めると
 submit a copy of a tax payment certifi‑
１項に規定する定款に別段の定めがあ
く）。
ころにより申請書等を作成のうえ提出し、競
cate published within the past three
る場合により業務を執行しないことと
 交付方法 入札情報公開システムより、
争参加資格を有することについての確認を受
months and formulated in either formats
されている社員を除く。）
提供する。
け、本公告３に定める期限までに入札書
of 3, 32 or 33 prescribed by Article 9
 組合の理事
を提出しなければならない。また、開札日の
https://corp.w‑nexco.co.jp/procurement/
of the Enforcement Regulations of the
 その他業務を執行する者であって、
前日までの間において、申請書等の内容に関
library/
National Tax Act,
からまでに掲げる者に準ずる者
当案件のダウンロードに必要なパスワー
する契約責任者からの照会があった場合には
 have proven to own two large vehicles
Ⅱ）一方の会社等の役員が、他方の会社等
ドは、
「201001151」である。
説明しなければならない。
(Including lease) that can tow or load
の会社更生法第67条第１項又は民事再生
なお、通信環境の不具合等やむを得ない
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
alarge vehicles of 10 tons or more tons,
法第64条第２項の規定により選任された
事由により、上記交付方法による入手がで
のない者がした入札、入札に参加するために
and can cause or lift and a 24‑hour con‑
管財人を現に兼ねている場合。
きない者は、上記交付期間の毎日午前10時
必要な書類に虚偽の記載をした者の入札及び
tact system has been established,
Ⅲ）一方の会社等の管財人が、他方の会社
00分から午後４時00分まで、本公告３の
入札に関する条件に違反した入札は無効とす
 have been proven to These vehicles be
等の管財人を現に兼ねている場合。
場所において入手することができる。
る。
designated as emergency vehicles,



以下のいずれかの場合に該当する人的関

係



