
入札公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和３年１月 27 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 

  品目分類番号 ２ 

  調達件名及び数量 

自家用給油所で使用する燃料供給 2021－１ 

レギュラーガソリン 予定使用量 240,000

リットル 

軽油 予定使用量 180,000 リットル 

  調達件名の特質等 仕様書による。 

  納入期間 契約締結日の翌日から令和５年

３月 31 日まで 

  納入場所 入札説明書による。 

  入札方法 入札は総価で行う。入札金額に

ついては、各燃料に対して入札者が設定する

１リットル当たり単価をその予定使用量に

乗じて得た金額を合計した総和の金額によ

り記載すること。また、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、消費税、地方消費税、ガソ

リン税、石油税及び軽油引取税に相当する金

額を含め、入札金額を設定すること。 

２ 競争参加資格 

  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。 

  次の基準を満たす者であること。 

石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 50

年法律第 96 号）に基づく石油販売業の届出

をしているものであること。 

３ 入札書等の提出場所等 

  競争参加資格確認申請書（以下「申請書」

という。）及び入札書の提出場所、契約条項を

示す場所、並びに問い合わせ先 〒102－

0093 東京都千代田区平河町二丁目 16 番３号 

首都高速道路株式会社 東京西局 総務・経



理課 岩崎三三江 電話 03－3264－8394（ダ

イヤルイン） 

  入札説明書等の交付方法 次のサイトより

入札参加希望者に無償で交付する。なお、当

該交付方法による受領ができない場合は、 

の問い合わせ先まで申し出ること。 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/ 

  交付資料のダウンロード操作手順  のサ

イトから該当件名の交付資料のダウンロー

ド欄を選択し、案内に従い、情報（会社名、

担当者名、連絡先等）を入力する。登録確認

メールを受信し、通知されたパスワードを入

力してログインし、交付資料をダウンロード

する。 

  申請書の提出期限 令和３年２月 24 日 

午後４時 00 分 

  入札書の提出期限 令和３年３月 23 日 

午後４時 00 分 

  開札の日時及び場所 令和３年３月 24 日 

午後２時 00 分 首都高速道路株式会社東京

西局Ａ棟８階入札室 

４ その他 

  入札及び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 

  入札保証金及び契約保証金 免除 

  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、申請書及びその他の必

要な証明書を申請書の提出期限までに、封印

した入札書を入札書の提出期限までに提出

しなければならない。また、開札日の前日ま

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。 

  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。 

  契約書の作成の要否  要 

  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。 

  単価契約とする。 

  手続における交渉の有無  無 

  詳細は入札説明書による。 

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: 2 

(3) Nature and quantity of the products to 
be purchased: Fuels used in the private 

gas station : 

Gasoline  240,000L 

Diesel oil  180,000L 

(4) Delivery period: From the next day of 
the contract to 31 March 2023 

(5) Delivery place: As shown in the tender 
documentation 

(6) 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. 

②  bear the following criteria： 

made Notification of Oil 

Distribution Business based on Oil 

Stockpiling Act. 

(7) Time-limit for submission of 
application forms and relevant 

documents for the qualification : 4:00 

P.M. 24 February 2021  

(8) Time-limit for tender: 4:00 P.M. 23 
March 2021 

(9) Contact point for the notice: 
General Affairs and Accounting 

Division , West Tokyo Bureau , 

Metropolitan Expressway Company 



Limited, 2-16-3 Hirakawa-cho, Chiyoda-

ku, Tokyo 102-0093 TEL 03-3264-8394 

 

 


