
入 札 公 告（家電備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

平成31年2月6日   

スターツケアサービス株式会社 

代表取締役社長 山﨑 千里 

 

１,入札に付する事項  

（１） 件  名（仮称）グループホームきらら東岡崎 家電備品調達 

（２） 搬入場所 愛知県岡崎市欠町金谷23-1（地番） 

（３） 納 期 平成31年3月15日（水） 

（４） 事業主体 スターツケアサービス株式会社 

（５） 調達備品概要 グループホーム2ユニット開設に必要となる家電備品の調達 

※詳細は入札仕様書による 

（６） 契約締結 スターツケアサービス株式会社と契約する  

 

２,入札に参加するものに必要な資格等  

（１） 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと 

（２） 提示する全ての商品の取り扱いを有する者であること  

（３） 納期内に備品搬入を確実に完了する者であること 

（４） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則

第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含

む。以下同じ。）がなされている者でないこと。 

（５） 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（６） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であり、適正な契約の履行が

確保されるものであること 

  

３,入札注意事項 

    別紙のとおり 

 

４,入札および開札の日時および場所  

日時 平成31年2月19日(火)13時00分 

場所 当社会議室 

        東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F 

 

５,予定価格 

    2,000,000円（消費税及び地方消費税を除く） 

 

６,入札保証金に関する事項 

    免除する 

 

７,契約保証金に関する事項 

   免除する 

 

 

８,入札参加申請について  



（１） 申 請 入札希望者は、当社のホームページに掲載している入札参加申請書           

（家電備品調達）に必要事項を記載し、添付書類一式を揃え下記（4）の提出先

まで持参する 

（２） 申請期日 平成31年2月13日（水）正午迄に必着  

（３） 受付確認 受付後参加資格確認を行い、入札参加資格確認通知を、平成31月2月   

14日（木）午後6時着迄にFAXにて行うものとする  

（４） 提 出 先 スターツケアサービス株式会社  

総務課 担当 下田 

           東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F  

℡ 03-6880-3250 ・FAX 03-6880-3261  

※午前９時から午後５時までの受付とする  

但し、土曜日及び日曜日を除く  

 

９,その他  

同等品及び質疑、その他の詳細については、入札注意事項による 

 

１０,入札公告及び入札参加申請に関する問い合わせ先  

スターツケアサービス株式会社 担当 下田 

東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F  

℡ 03-6880-3250 ・FAX 03-6880-3261  

E-mail：masaya.shimoda@starts.co.jp  

※電話に関する問合せは、午前９時から午後５時までの受付とする  

但し、土曜日及び日曜日を除く  



  

入札参加申請書（家電備品調達） 

 
平成  年  月  日 

 

スターツケアサービス株式会社 

代表取締役社長 山﨑 千里殿 

 

        申請者 住所又は所在地 

                     商 号 又 は 名 称 

                     代 表 者                        印 

 

 平成 31年 2 月 6 日付で公告のあった競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申し出

ます。なお、申請書及び関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

記 

 

１ 件名 （仮称）グループホームきらら東岡崎 家電備品調達 

２ 誓約事項 

   入札参加に際して、下記の事項については、相違はありません 

（１） 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当していないこと 

（２） 談合等の不正をしないこと、又入札に参加することなどの入札に関する情報

を外部に一切漏らさないこと 

 

（３） 提示する全ての商品の取り扱いを有する者であること  

（４） 納期内に備品搬入を確実に完了する者であること 

（５） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立て（同法

附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るも

のを含む。以下同じ。）がなされている者でないこと。 

（６） 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（７） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない者であり、適正な契約の履行

が確保されるものであること 

 

３ 提出書類 

（１） 会社謄本の写し（入札予定日から起算し、過去 3ヶ月以内のもの） 

（２） 印鑑証明書の写し（法人実印） 

（３） 使用印鑑届け（印鑑を届け出る場合提出） 

 

４ 連絡先所属 

氏     名：                  

電 話 番 号： 

ＦＡＸ番号： 

Ｅ-mail  ： 

以上 



入 札 注 意 事 項（家電備品調達） 
 
 

スターツケアサービス株式会社 

代表取締役社長 山﨑 千里 

 

１,入札に付する事項  

（1）件  名（仮称）グループホームきらら東岡崎家電備品調達 

（2）搬入場所 愛知県岡崎市欠町金谷23-1（地番） 

（3）納 期 平成31年3月15日（水） 

（4）事業主体 スターツケアサービス株式会社 

（5）調達備品概要 グループホーム2ユニット開設に必要となる家電備品の調達 

※詳細は入札仕様書による 

（6）契約締結 スターツケアサービス株式会社と契約する  

 

２,入札執行 

（１） 日時 平成31年2月19日(火)13時00分  

（２） 場所 当社会議室 

        東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F 

（３） 方法  

入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、別紙添付の入札書及び

見積内訳書を作成し、別々に封書にして会社の名を表記し、入札執行日時に、入

札執行場所へ持参すること。なお入札執行時間の10分前には入札会場前に来るよ

うにしてください 

ア）代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない 

イ）前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない 

ウ）入札者は、同一入札において、他の入札者の代理人となることができない 

 

３,入札の権利を失う場合（失格）  

次のいずれかの入札は、無効とする。 

（1）参加資格のない者がした入札書 

（２） 同一人がした２以上の入札書 

（３） 入札者が協定していた入札書 

（４） 次の事項に記載のない入札 

ア 入札金額 

イ 建設工事にあっては、工事名及び工事場所。設計業務及び業務委託にあっ

ては、業務名及び業務場所。物品購入にあっては、品名及び規格 

ウ 持参入札において、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名及び押印 

（５） 予定価格を超える金額で入札した者による入札 

（６） 入札金額を訂正した入札 

（７） 郵便、電報、電話、ファクシミリ又は電子メールによる入札 

（８） その他入札条件等に違反した入札をした者による入札 

（９） 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼ

うゴロ、特殊知能暴力集団等（以上を一括して以下、「反社会的勢力」という。）

による入札 

（10） 第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的で、反社会的 

      勢力を利用していると認められる関係を有する者による入札 



 

４,落札者の決定方法  

（１） 入札の回数は１回とする  

（２） 予定価格の範囲内で最低価格で入札した者を落札者とする 

（３） 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、くじにより落札者

を決定する  

 

５,その他必要と認める事項 

（１） 入札条件に適合しなければ、入札に参加できない 

（２） 入札参加に当たり、法令等を遵守し、談合等による入札の公正を害する 

ような行為は一切しないこと 

なお、談合等の疑いが生じたときは、入札参加の取消しその他当社の執る 

措置に従い、一切の異議申立てはできない 

（３） 入札が執行されるまで、入札に参加することを、業者間はもとより、外部には

一切漏らさないこと。また、入札参加希望者の入札前の公表はしない 

（４） 入札の参加の辞退は、入札執行日時までに、辞退届に辞退の理由を記載し当社

総務課に持参すること 

（５） 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８パーセ 

ントに相当する額を加算した金額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業者であるか免税業者であるかを問わず、 

見積もった金額の108分の100に相当する金額（税抜）を入札書に記載すること 

（６） 入札書に記載された金額の100分の108に相当する金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に

得られる金額をもって申込みがあったものとする 

（７） 現場説明会は、実施しない 

（８） 契約金は、備品搬入完了後支払うものとする。前金払い及び部分払いはしない 

 

６,入札参加申請について  

（１） 申 請 入札希望者は、当社のホームページに掲載している入札参加申請書に     

必要事項を記載し、添付書類一式を揃え下記（4）の提出先まで持参

する 

（２） 申請期日 平成31年2月13日（水）正午迄に必着 

（３） 受付確認 受付後参加資格確認を行い、入札参加資格確認通知を、平成31月2月   

14日（木）午後6時着迄にFAXにて行うものとする  

（４） 提 出 先  スターツケアサービス株式会社 担当 下田 

東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F  

℡ 03-6880-3250 ・FAX 03-6880-3261  

E-mail：masaya.shimoda@starts.co.jp  

※電話に関する問合せは、午前９時から午後５時までの受付とす

る。但し、土曜日及び日曜日を除く  

７,同等品の申請について  

（１） 申 請 入札参加資格確認通知書を受けた者で同等品申請希望者は、同等品申 

     請書に必要事項を記載し、添付書類一式を揃え下記（4）にFAXにて送 

付する 

（２） 申請期日 平成31年2月16日（土）正午迄に必着  

（３） 受付確認 受付後審査を行い、同等品審査結果通知を、平成31月2月18日（月）

午後6時着迄にFAXにて行うものとする  

（４） 提 出 先 スターツケアサービス株式会社  



担当 下田 

           東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F  

FAX 03-6880-3261  

  

８,入札に関する問い合わせ先  

（１） 申 請 入札参加資格確認通知書を受けた者で入札に関し質疑がある者は、 

     入札質問書に必要事項を記載し、（4）にFAXにて送付する 

（２） 申請期日 平成31年2月13日（水）正午迄に必着  

（３） 受付確認 質問内容を確認し、回答結果を、平成31月2月14日（木）午後6時 

着迄にFAXにて行うものとする 

   

（４） 提 出 先 スターツケアサービス株式会社  

担当 下田 

     東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12F  

FAX 03-6880-3261  

以上 

 

 


