
入 札 公 告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和２年６月 25 日 

首都高速道路株式会社     

代表取締役社長 宮田年耕 

◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13 

1  調達内容 

(1)  品目分類番号 14 

(2)  購入等件名及び数量 事務用什器の

購入 

(3) 調達件名の特質等 仕様書による。 

(4) 納入期限 令和２年９月 30 日まで 

(5) 納入場所 仕様書による。 

(6)  入札方法 入札は総価で行う。落札決

定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の 100 分の 10 に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額とする。）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書

に記載すること。 

2 競争参加資格 

(1)  首都高速道路株式会社契約規則実施

準則（平成 23 年準則第１号）第 73 条の規

定に該当しない者であること。 

(2) 本件購入物品に関し、平成２７年度以降

に日本国内において当該品と同等品に係

る同規模の納入実績があることを証明した

者であること。 

 3 入札手続き及びリバースオークション 

     本件は、ディーコープ株式会社が提供す

るリバースオークションサービスを使用して

実施する。このリバースオークションの参加

にあたっては、ディーコープ株式会社の会

員登録手続が必須であるため、以下のホ

ームページを確認の上、手続を行うこと。  

https://with.deecorp.jp/dee/supentry/I

ndex.do

リバースオークション実施までの質疑や競

争参加資格確認申請書等については、デ

ィーコープ株式会社を通じて行うこととする。 

4 申請書等の提出場所等 

(1) 問い合わせ先 



〒100－8930 東京都千代田区霞が関一 

丁目４番１号（日土地ビル）８階  

首都高速道路株式会社財務部契約課  

小嶋 電話 03－3539－9319 

(2)  入札説明書及び契約条項の交付方法 

本公告の日からリバースオークションが終了

するまで、首都高速道路株式会社ホーム

ページ又は、ディーコープ株式会社の専用

システム（会員登録済の場合）からダウンロ

ードすること。入札参加希望者に無償で交

付する。 

首都高速道路株式会社ホームページ（入

札公告等） 

https://www.shutoko.co.jp/business/bid/

ディーコープ株式会社専用システム 

https://with.deecorp.jp/dee/dsp/pcapp/l

ogin.do 

(3)  競争参加資格確認申請書の提出期限

及び提出場所 令和２年７月 17 日 午後３

時 00 分 

ディーコープ株式会社専用システム又は、

shutoko-dee@deecorp.jp へ提出すること 

(4) リバースオークションの開始日時 令和２

年８月 17 日 午前 10 時 00 分 

4 その他 

(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 免除 

(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、申請書及びその

他必要な証明書を申請書の提出期限まで

に提出しなければならない。また、リバース

オークション日の前日までの間において、必

要な証明書等の内容に関する当社からの

照会があった場合には、説明しなければな

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 予定価格の制限の

範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

(7) 手続における交渉の有無 無 

(8) 詳細は入札説明書等による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the  

procuring entity: Toshitaka Miyata,  

President of Metropolitan Expressway  



Company Limited 

(2) Classification of the products to be  

procured： 14 

(3) Nature and quantity of the services to  

be required: As shown in the  

specifications  

(4) Delivery place: As shown in the  

specifications 

(5) Qualification for participating in the  

tendering procedures : Suppliers eligible  

for participating in the proposed tenders  

are those who shall :  

① not come under article 73 of Practice 

Rules of Contract established by 

Metropolitan Expressway Company 

Limited. 

② have proven to have actually delivered 

the products concerned or the products 

with performance similar to that of the  

products concerned after FY2015. 

(6) Start time for Reverse Auction : 10 : 

00a.m. 17 August 2020 

(7) Contact point for the notice : Kojima, 

Contract Group, Financial  

Department, Metropolitan Expressway  

Company Limited, 1-4-1 Kasumigaseki,  

Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8930 Japan.  

TEL03-3539-9319 


