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

2019年12月13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調布 家具備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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具備品調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 10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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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（家具備品調達） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 家具備品調達 

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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 公 告（家電備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

2019年12月13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調布 家電備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 10時30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 

    1,850,000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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 公 告（事務備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

2019年12月13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調布 事務備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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事務備品調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 11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 

    890,000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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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（事務備品調達） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 事務備品調達 

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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 公 告（福祉用具備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

2019年12月13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調布 福祉用具備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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福祉用具備品調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 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 

    510,000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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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（福祉用具備品調達） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 福祉用具備品調達 

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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 公 告（福祉ベッド備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

2019年12月13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調布 福祉ベッド備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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福祉ベッド備品調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 13時30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 

    2,170,000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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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（福祉ベッド備品調達） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 福祉ベッド備品調達 

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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 公 告（カーテン備品調達） 
 
次の通り一般競争入札に付します。  

2019年12月13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調布 カーテン備品調達 

（２） 搬入場所 東京都調布市上石原2丁目7-18 

（３） 納 期 2020年2月15日（土） 

（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カーテン備品調達 

（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第1項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（10） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 2019年12月25日(水) 11時30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 

    365,000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 2019年12月21日（土）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、2019月12月   

23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  

開発事業部 担当 津田 

           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 津田 

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：ryota.tsuda@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（カーテン備品調達） 
  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 

 

 2019 年 12 月 13 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調布 カーテン備品調達 

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第 1 項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 

（８） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成18年4月1日財経総第

1543号）及び調布市指名停止等措置要綱（平成18年要綱第220号）による指名停

止を受けていないこと 

（９） 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和62年1月14日61財経庶第922号）及

び調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成25年調布市要綱第８号）の

規定による入札参加排除措置を受けていないこと 

（１０） 東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）及び調布市暴力団排除条

例（平成24年調布市条例第27号）に規定する暴力団関係者に該当しないこと 

 

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 
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