公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
次のとおり業務提案書の提出を招請します。
平成２８年１０月１１日
（契約責任者）
東日本高速道路株式会社 東北支社長 小島治雄
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 04
１．業務概要
（１）品目分類番号 73
（２）業務名
東北支社の広報及び広報支援業
務
（３）業務内容 本業務は、ＮＥＸＣＯ東日本の
経営理念・経営ビジョン・経営方
針に沿って、各種メディアの活用
を通じて、多くのお客さまに広報
を展開する業務である。
（４）履行期間 契約締結日の翌日から平成３１
年２月２８日まで
２．競争参加資格
（１）審査基準日（下記５（３）①に示す参加表
明書の提出期限の日をいう。以下同じ。）に
おいて、東日本高速道路株式会社の契約規程
実施細則第６条（入札者に対する指示書[2]を
参照のこと）の規定に該当しない者であるこ
と。
（２）審査基準日から落札者決定の日までの期間
において、東日本高速道路株式会社から東北
支社が所掌する区域において取引停止措置を
受けていないこと
（３）指定する業務実施体制を企業が有している
こと。
（４）指定する業務実績を企業が有していること。
３．業務提案書の提出者を選定するための基準
（１）業務実施体制
（２）企業の業務実績
（３）配置予定の総括責任者の業務実績
４．業務提案書を特定するための評価基準
（１）実施方針
（２）特定テーマに対する業務提案
（３）参考見積
５．手続等
（１）担当部署
〒980‑0021 宮城県仙台市青葉区中央３
−２−１ 青葉通プラザ３階
東日本高速道路株式会社 東北支社

技術部調達契約課長代理 川崎
電話022‑217‑1726
（２）関係書類の交付期間及び方法

伸二

①交付期間：入札公告日から平成２８年１１月
９日（水）までとする。
②交付方法：東日本高速道路株式会社のホーム
ページから取得するものとする。
（http://www.e‑nexco.co.jp/bids
/info/public̲notice/search̲serv
ice/）
（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び
方法
①提出期限

平成２８年１１月９日（水）午後

４時００分まで
②提出場所 上記（１）に同じ。
③提出方法 ２部（正１部、副１部）を持参又
は書留郵便若しくは信書便により
提出すること。
（４）業務提案書の提出期限並びに提出場所及び
方法
①提出期限 平成２９年１月２３日（月）午後
４時００分まで
②提出場所 上記（１）に同じ。
③提出方法 １３部（正１部、副１２部）を持
参又は書留郵便若しくは信書便によ
り提出すること。
６．その他
（１）手続において使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限る。
（２）契約書作成の要否 要
（３）関連情報を入手するための照会窓口は、記
５．（１）に同じ。
（４）業務提案書のヒアリングを行う。
（５）詳細は説明書による。
（６）入札に関する一般的な質問については『入
札参加に必要な書類や入札に関するよくある
質問と回答』を参照すること
http://www.e‑nexco.co.jp/faq/bids/
７．Summary
（１）Subject matter of the contract: This work
is to implement public relations
activities based on the NEXCO EAST’s
management philosophy, vision of the
management, and management policy,
through many kinds of media.
（２）Fulfillment period : From the following

day of the date of contract conclusion to
28 February 2019
（３）Qualification for participating in the
tendering procedures : Suppliers
eligible for participating in the open
tender are who shall :
① not come under Article 6 of the East
Nippon Expressway Company Limited's
regulation concerning the contract
procedures
② not have been declared the suspension of
business with NEXCO East Tohoku Regional
Head office
③ have the designated implementation
system
④ have the designated business experience
（４） The criteria for selecting the submitter
of business proposal
① the implementation system of business
② the business experience of the company
③ the business experience of the
supervisor who will be assigned to this
project
（５） The criteria for selecting the best
business proposal
① implementation policy
② business proposals for some items which
are shown in specification
③ provisional quotation
（６）Deadline for expression of interests:
4:00P.M. 9 November 2016
（７）Deadline for submitting proposals :
4:00P.M. 23 January 2017
（８）Official in charge of the contract of the
procuring entity: Haruo Kojima, Director
General of Tohoku Regional Head Office,
East Nippon Expressway
Limited

Company

（９）Classification of the services to be
procured:73
（１０）The language used for application and
inquiry shall be Japanese．
（１１）The contact point for documentation
relating to the proposal: Shinji kawasaki,
Deputy Manager of Procurement & Contract
Section, Technology & Procurement
Department, Tohoku Regional Head Office,
East Nippon Expressway Company Limited
3‑2‑1,Chuo, Aoba‑ku, Sendai City, Miyagi,
Japan 980‑0021

Tel.022‑217‑1726

