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４月２８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 76
（２）業務名

平成２８年度

東北観光情報誌

等作成業務
（３）業務内容

本業務は、東北地方の高速道路
沿線の地域情報を紹介し、高速
道路をご利用のお客さまへの
サービス向上、紹介する地域に
おける企業理解・企業イメージ
の向上及び高速道路の利用促進
等を図ることを目的に「フレン
ロードマップ（管内図）」と「東
北観光情報誌」を作成するもの
である。

（４）履行期間

契約締結日の翌日から１，１７
０日間

２．参加資格
（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）指定する業務実施体制を企業が有している
こと。
（３）指定する業務実績を企業が有していること。
（４）指定する業務実績を配置予定の履行責任者
が有していること。
（５） 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．業務提案書の提出者を選定するための基準
（１）業務の実施体制
（２）企業の業務実績
（３）配置予定の履行責任者の業務実績

４．業務提案書を特定するための評価基準
（１）業務の実施方針・取り組み姿勢
（２）業務の実施手順・工程表
（３）特定テーマに対する業務提案
（４）提示した業務内容以外の提案
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

鈴木

高志

電話022‑217‑1726
（２）関係書類の取得期間及び方法
①取得期間：入札公告日から平成２８年６月１
日（水）までとする。
②取得方法：東日本高速道路株式会社の
ホームページからダウンロード
するものとする。
（http://www.e‑nexco.co.jp/bi
ds/info/public̲notice/search̲
service/）
（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６月１日（水）午後４
時まで

②提出場所

上記（１）に同じ。

③提出方法

正１部、副１部を持参または書留
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２８年７月２２日（金）午後

４時まで
②提出場所

上記（１）に同じ。

③提出方法

正１部、副９部を持参または書留

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。
７．Summary
（１）Subject matter of the contract: This wo
rk consists of the following works.
Producing

The informational maps of e

xpressway networks of the Tohoku regio
n.
Editing

The Tohoku tourism guidebooks.

The maps and guidebooks will introduce
regional information near or along expr
essways in Tohoku region so that we cou
ld provide better service for our custo
mers, contribute to improve the corpora
te images and understandings, and promo
te the more use of expressways in the a
rea
（２）Fulfillment period :1,170days from the
day after issue date
（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 have the designated implementation
system of business
③ have the designated experience
④ assign the supervisor who has the
designated experience
⑤ not have received business stop
measures in the area of Tohoku Regional
Head office
（４） The standard to select a presenter on a

business written proposal
① implementation system of business
② business results of an enterprise
③ business results of the discharge
person in charge it's expected to arrange
（５） The evaluation standard to specify a
business written proposal
① implementation policy of business and
the match posture
② implementation procedure of business
and work schedule
③ business suggestion to a specific theme
④ the proposition besides the shown work
（６）Time limit to express interests: 4:00P.M.
1 June 2016
（７）Time limit for the submission of
proposals : 4:00P.M. 22 July 2016
（８）Official in charge of the contract of the
procuring entity: Haruo Kojima, Director
General of Tohoku Regional Head Office,
East Nippon Expressway

Company

Limited
（９）Classification of the services to be
procured:76
（１０）The language used for application and
inquiry shall be Japanese．
（１１）The contact point for documentation
relating to the proposal: Takashi Suzuki,
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

