として行っていること。

入札公告

(3) 審査基準日から落札者決定の日までの期間

次のとおり一般競争入札に付します。

において、ＮＥＸＣＯ東日本から取引停止措

平成28年3月22日

置を受けていないこと。

契約責任者

３

東日本高速道路株式会社

東北支社長
小島

◎調達機関番号 417
１

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

治雄

示す場所及び問合せ先

◎所在地番号 04

〒980−0021 仙台市青葉区中央３−２−１

調達内容

東日本高速道路株式会社東北支社

(1) 品目分類番号 73
(2) 調達等件名及び数量

調達契約課
ハイウェイフェスタ
仕様書による。

(ｱ) 交付期間

仕様書による。

(ｲ) 交付方法

平成28年3月22日から平成28
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/

(ｱ) 入札金額は総価とし、業務に関する一切
の費用を含めた額とすること。

public̲notice/search̲service/）

(3) 入札に必要な書類の提出方法及び受領期限

(ｲ) 入札金額は、消費税及び地方消費税相当

(ｱ) 提出方法

額を除いた「税抜き額」を記載すること。

書留郵便、信書便又は持参に

より提出すること。

なお、落札決定にあたっては、入札金額に

(ｲ) 受領期限 平成28年5月11日 16時

消費税及び地方消費税相当額を加算した金

(4) 開札の日時及び場所

額（1円未満の端数は四捨五入）をもって

(ｱ) 日時 平成28年5月26日 11時00分

落札価格（契約金額）とします。
入札に必要な書類の受領期限

(ｲ) 場所

を審査基準日とし、審査基準日において以下に

会議室

競争参加資格

電話

年5月11日までとする。

(6) 入札方法

２

高志

(2) 入札説明書等の交付方法

(4) 履行期間 契約締結日の翌日から180日間
(5) 履行場所

鈴木

022−217−1726

とうほく2016運営業務 一式
(3) 調達等案件の仕様等

課長代理

技術部

４

該当する者であること。なお、審査基準日以降、

東日本高速道路株式会社東北支社

その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

落札者決定までの間において以下に該当する者

日本語及び日本国通貨

でなくなった場合、競争参加を認めないものと
する。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(1) 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則

(3) 入札者に要求される事項

この一般競争に

（平成17年細則16号）第6条の規定に該当し

参加を希望する者は、封印した入札書に本公

ない者であること。

告に示した調達を履行できることを証明する
書類を添付して入札に必要な書類の受領期限

(2) 平成23年度以降に、以下の業務を行った実

までに提出しなければならない。

績を証明した者であること。なお①〜④の実

入札者は、開札日の前日までの間において、

績は同一の業務である必要はない。
開催された屋外のイベントにて、イベン

契約責任者から当該書類に関し説明を求めら

ト会場の設営を行う契約を元請として行っ

れた場合は、それに応じなければならない。

①

(4) 入札の無効

ていること。
②

を有しない者がした入札及び入札に関する条

有料広告を使用した広報を行う契約を元

件に違反した入札は無効とする。

請として行っていること。
③

本公告に示した競争参加資格

(5) 契約書の作成の要否

ＷＥＢサイトを企画・構築して広報を行

(6) 落札者の決定方法

う契約を元請として行っていること。

要
本公告に示した調達に

物品または印刷物（ノベルティグッズや

係る入札書を提出した入札者であって、契約

チラシ、ポスターを含む）の作成業務とし

制限価格の範囲内で最低価格(総価)をもって

て、10,000個（枚、冊）以上の契約を元請

有効な入札を行った入札者を落札者とする。

④

1

(7) 手続における交渉の有無

無

(7) Deadline for tender: 4:00 P.M. 11 May

(8) 入札に関する一般的な質問については「よ

2016

くあるご質問 http:// www.e‑nexco.co.jp

(8) Contact point for the notice:

/faq/bids/」を参照のこと。

Takashi

Suzuki Assistant Manager of Procurement

(9) その他 詳細は、入札説明書による。

and Contract Section , Technology and

５ Summary

Procurement Department, Tohoku Regional

(1) Contracting Entity: Haruo Kojima, Di‑

Head office, East Nippon Expressway Com‑

rector General of Tohoku Regional Head

pany Limited, 3 − 2 − 1 Chuo, Aoba‑ku,

office , East Nippon Expressway Company

Sendai‑Shi, 980 − 0021, Japan Tel 022 −

Limited

217−1726

(2) Classification of the products to be
procured : 73
(3) Subject matter of the contract: con‑
struct outdoor events site of corporate
public relations
(4) Fulfillment period :180days from the
day after issue date
(5) Fulfillment place :As shown in the
specifications
(6) Qualification for participating in the
tendering procedures : Suppliers eligi‑
ble 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

Has proved that they have success‑
fully performed the below operations
during or after 2011. Note that the
past

performance

record

for

(a)

through (d) need not be part of the
same assignment.
(a) Has set up a venue for an outdoor
event held in the capacity of prime
contractor.
(b) Has conducted PR using paid adver‑
tising in the capacity of prime con‑
tractor.
(c) Has conducted PR through planning
and/or building websites in the ca‑
pacity of prime contractor.
(d) Has made more than 10,000 of arti‑
cle or printed matter (A novelty, a
handbill, and a poster and so on) in
the capacity of prime contractor.
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