入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 27 年 9 月 15 日
契約責任者
東日本高速道路株式会社 東北支社
山形管理事務所長

畠山 司

◎調達機関番号 417
１

◎所在地番号 06

調達内容
(1) 品目分類番号 02
(2) 購入等件名及び予定数量
平成２７年度

山形管理事務所管内灯油購

入単価契約
灯 油（ＪＩＳ１号）

346,000Ｌ

※予定数量は購入数量を保証するものでは
ない。
(3) 購入等案件の仕様等 仕様書による。
(4) 契約期間
契約締結日の翌日から平成 29 年 10 月 31 日
まで
(5) 納入場所
仕様書による。
(6) 入札方法
(ｱ) 入札金額は総価とし、納入に関する一切の
費用を含めた額とすること。
(ｲ) 入札金額は消費税及び地方消費税相当額
を除いた「税抜き額」とすること。
(ｳ) 入札金額の内訳である単価表を添付する
こと。
２

競争参加資格
入札に必要な書類の提出期限日を審査基準
日とし、審査基準日において以下に該当する
者であること。なお、審査基準日以降、落札
者決定までの間において以下に該当する者で
なくなった場合、競争参加を認めないものと
する。

(1) 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則
第６条の規定に該当しない者であること。
(2) 東北支社が所掌する区域において、取引停
止措置を受けている者ではないこと。
(3) 平成 22 年度以降に、灯油に係る１回当りの
納入が 1,000Ｌ以上の納入実績があること。
(4) 山形県村山地域（山形市、寒河江市、上山
市、天童市、東根市、村山市、尾花沢市、
西川町、大石田町、朝日町、河北町、大江
町、山辺町、中山町）に本・支店又は営業
所が所在し、発注後２日以内に納入指定場
所に配達可能であること。
３

入札に必要な書類の提出場所等
(1) 入札に必要な書類の提出場所、契約条項を
示す場所及び問合せ先
〒990-2227 山形県山形市千石 91 東日本
高速道路株式会社東北支社山形管理事務所
総務担当課長
電話

千坂吉明

023-686-5980

(2) 入札説明書等の交付方法
(ｱ）交付期間 入札公告日から平成 27 年 11 月
4 日までとする。
(ｲ）交付方法 東日本高速道路株式会社のホー
ムページから入手するものとする。
（http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/
public_notice/search_service）
(3) 入札に必要な書類の提出期限
(ｱ）提出方法

書留郵便又は信書便により提出

すること。
（ｲ）提出期限 平成 27 年 11 月 4 日 午後 4 時
00 分
(4) 開札の日時及び場所
平成 27 年 11 月 19 日

午後 1 時 30 分

東日本高速道路株式会社東北支社山形管理
事務所
４

その他

会議室

(1) 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
(2) 入札保証金及び契約保証金 不要
(3) 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記２(3)及び(4)に示す内
容を証明する書類を添付して入札に必要な書
類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。
(4) 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。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 落札者の決定方法
本公告に示した調達に係る入札書を提出し
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。
(7) 手続における交渉の有無 無
(8) 入札に関する一般的な質問については、東
日本高速道路株式会社のホームページ『よく
あるご質問・調達について
（http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/）』を
参照のこと。
(9)その他
５

詳細は、入札説明書による。

Summary
(1) Official in charge of contract of the
procuring entity : Tsukasa Hatakeyama ,
General Manager of Yamagata Operation
Office, Tohoku Regional Head office, East
Nippon Expressway Company Limited
(2) Classification of the products to be
procured : 02
(3) Nature and quantity of the products to be

purchased :
Kerosene(JIS No.1)

346,000L

(4) Delivery period: From the next day of a
conclusion of a contract to 31 October ,
2017
(5) Delivery place : As shown in the
specifications
(6) Qualification for participating in the
tendering procedures : Suppliers eligible
for participating in the open tender are who
shall :
(a) not come under Article 6 of the East
Nippon Expressway Company Limited's
regulation concerning the contract
procedures
(b) not have received business stop
measures in the area of Tohoku Regional
Head office
(c) In last five years(after FY2010), have
proven to have that the delivery of the per
one of the kerosene is delivered more than
1000L
(d) have proven to own main office or an
office in Murayama region of Yamagata
Prefecture(Yamagata City, Sagae City,
Kaminoyama City, Tendou City, Higashine
City, Murayama City, Obanazawa City,
Nishikawa Town, Ooishida Town, Asahi Town,
Kahoku Town, Ooe Town, Yamanobe Town,
Nakayama Town) and carry products to the
place designated with in a two days after
ordering
(7) Deadline for tender : 4:00P.M,4.November ,
2015
(8) Contact point for the notice : Yoshiaki
Chisaka, General Affairs Section Manager,

Yamagata Operation Office, Tohoku Regional
Head office, East Nippon Expressway Company
Limited, 91 Sengoku, Yamagata City,
Yamagata Prefecture, 990-2227, Japan. Tel
023-686-5980

