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 次のとおり業務提案書の提出を招請します。 

 

 

 令和2年3月16日 

 契約責任者 

  東日本高速道路株式会社  

代表取締役社長 小畠 徹 

 

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 13 

１ 業務概要 

 (1) 品目分類番号 7 

(2)業務名 

ＮＥＸＣＯ東日本作業服購入及び共用作業

服在庫管理契約 

 (3) 業務内容 

   仕様書のとおり 

 (4) 契約期間 

   契約締結日の翌日から令和6年5月31日まで 

 (5) 納入場所 

   仕様書のとおり 

２ 競争参加資格 

参加表明に必要な書類の受領期限日を審査基

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、契約者

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

（平成17年10月1日細則第16号）第6条の規定

に該当しない者であること。 

(2) 平成29年度以降に作業服（服種は問わな

い）を１年間に１契約あたり9,000枚以上製作

及び納品した実績があることを証明した者で

あること。 

(3) 共用作業服の在庫管理を遂行する自社又は

別の管理会社に委託をする場合においてはそ

の管理会社が、倉庫業法第３条に基づき国土

交通大臣の行う登録を受けた事業者であるこ

とを証明した者であること。 

(4) 共用作業服の在庫管理を遂行する自社又は

別の管理会社に委託をした場合においてはそ

の管理会社が、平成29年度以降に作業服（服

種は問わない）を１年間に１契約あたりに

29,000枚以上在庫管理した実績があることを

証明した者であること。 

(5) 共用作業服の発送及び返送に関する当社か

らの指示に際し、共用作業服の在庫管理を遂

行する自社又は別の管理会社に委託をする場

合においてはその管理会社が保有若しくは提

携するインターネットを利用した共用作業服

のＷｅｂ注文システムが整備されていること

を証明した者であること。  

(6) 審査基準日から契約者決定の日までの期間

（期首及び期末の日を含む）において、東日

本高速道路株式会社から取引停止措置を受け

ていないこと。  

(7) 審査基準日から入札・開札を経て契約者決

定の日までの期間（期首及び期末の日を含

む）において、入札に参加しようとする者の

間に、資本関係又は人的関係がないこと。 

３ 業務提案書の提出者を選定するための評価基

準 

(1)契約件数の実績 

(2)服種の製作及び販売実績 

(3)在庫管理実績 

４ 業務提案書を特定するための評価基準 

(1)業務実施方針 

(2)企画提案 

(3)環境負荷低減 

(4)参考見積 

５ 競争参加手続等 

 (1)担当部署 

  〒100-8979 東京都千代田区霞が関３丁目３

番２号 東日本高速道路株式会社 

総務・経理本部 経理財務部 調達企画課 

中矢 洋 電話 03-3506-0212 

 (2) 交付図書の交付期間及び方法 

  ① 交付期間 令和2年3月16日から令和2年4月



9日までとする。 

  ② 交付方法 東日本高速道路株式会社のホー

ムページから入手するものとする。 

（http://www.e-

nexco.co.jp/bids/info/public_notice/se

arch_service/） 

 (3) 参加表明に必要な書類の提出方法、提出先

及び受領期限 

 ① 提出方法 正1部、副1部を持参、書留郵便

（親展）又は信書便により提出すること。 

 ② 提出先 担当部署（東日本高速道路株式会

社 総務・経理本部 経理財務部 調達企

画課） 

③ 受領期限 令和2年4月9日 16時 

(4) 業務提案に必要な書類の提出方法、提出先

及び受領期限 

  ① 提出方法 正1部、副6部を持参、書留郵便

（親展）又は信書便により提出すること。  

② 提出先 担当部署（東日本高速道路株式

会社 総務・経理本部 経理財務部 調達

企画課） 

③ 受領期限 令和2年7月16日 16時 

６ その他 

 (1) 契約手続き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) 契約作成の要否 要 

(3) 関連情報を入手するための照会窓口 

担当部署（東日本高速道路株式会社 総務

・経理本部 経理財務部 調達企画課） 

(4) 業務提案書のヒアリングを行う。 

７ Summary 

 (1) Official in charge of disbursement of 

the procuring entity: Toru Obata, 

President and Chief Executive Officer of 

East Nippon Expressway Company Limited  

 (2) Classifications of the products to be 

procured: 7 

 (3) Subject matter of the contract:  

Purchasing clothes and inventory control 

of the clothes for common use 

 (4) Contract period: the next day of the 

contract day to May 31, 2024 

 (5) Delivery place: As shown in the 

specifications. 

(6) Qualifications for Competition    

Where the reference date of examination 

is to be the time limit for submitting 

the documents necessary for indicating 

the intention to participate in the 

competition, each applicant must be a 

party who falls under the following items 

as of the reference date of examination. 

However, in the event that an applicant 

will become a party whose situation does 

not fall under any of the following items 

during the period from the reference date 

of examination until the time of 

determination of the contract, such an 

applicant shall be disqualified from 

participating in the competition.: 

  ① Not come under Article 6 of the East 

Nippon Expressway Company Limited’s 

regulation concerning the contract 

procedures 

② The supplier who  proved that it 

manufactured and delivered in one year 

more than 9000 pieces of work clothes 

(regardless of the type of clothes) per 

contract after fiscal year 2017. 

③ The supplier who proved that the supplier 

itself or the related company, which 

operates the inventory management of shared 

work clothes, is registered by the Minister 

of Land, Infrastructure, Transport and 

Tourism on the basis of Article 3 of the 

Warehousing Business law． 
④ The supplier who proved that the 

supplier itself or the related company, 

which operates the inventory management of 

shared work clothes, managed the inventory 

http://www.e-


of more than 29,000 pieces of uniform or 

work clothes (regardless of the type of 

clothes) in one year per contract after 

fiscal year 2017. 

⑤ Concerning shipping and returning 

instructions of the work clothes, the 

supplier who proved that an ordering 

internet system for shared work clothes is 

prepared by the supplier itself or the 

related company which operates the 

inventory management of shared work 

clothes. 

⑥ Not to have been subject to transaction 

suspension measures imposed by East Nippon 

Expressway Company Limited during the 

period from the examination criteria date 

to the date of the decision on the bidder. 

⑦ There shall have been no funding or 

personal relationships with those 

intending to participate in the bidding 

during the period from the examination 

criteria date to the date of the decision 

on the bidder. 

(7) Time limit to express interests: 
16:00. 9 April 2020  

 (8) Time limit for the submission of 

proposals：16:00. 16 July 2020 

  (9) The language used for application and 

inquiry shall be Japanese 

(10) Contact point for the notice: 

Hiroshi Nakaya, Deputy Manager of 

Procurement & Contract Section,  

Accounting & Finance Department, General 

Affairs & Accounting Division, East Nippon 

Expressway Company 3-3-2 Kasumigaseki, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8979 Japan. Tel. 

03-3506-0212 


