
入札公告

一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

平成２９年９月２０日

宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前１－２

有限会社うしちゃんファーム

代表取締役　佐藤　一貴

１． 入札に付する事項

（１） 補助事業名　　６次産業化ネットワーク活動交付金（整備事業）

（２） 工事名　　　　牛肉加工機械設備工事

（３） 工事場所　　　宮城県石巻市須江字畳石前１－１１

（４） 工事概要

№ 機械名 規格・形式 数量

１ プレハブ冷凍庫 9800*3950*3700 １台

２ プレハブ冷凍庫 4700*3000*3700 １台

３ プレハブ冷蔵庫 1450*1500*2600 １台

４ プレハブ冷蔵庫 2200*1800*3550 １台

５ プレハブ冷蔵庫 2200*1800*3550 １台

６ プレハブ冷蔵庫 2500*2100*3550 １台

７ 電解水生成装置WOX WOX-40WA-R １台

８ バンドソー WN-30-1 １台

９ 冷蔵ミートスライサー NAS-330 １台

10 冷凍ミートスライサー NF-410Ⅱ １台

11 フードミキサー OMX-15R-2 １台

12 ハンバーグ成形機 S-95V １台

13 ブラストチラー＆

ショックフリーザー

HBC-12A3-R ３台

14 食肉用シュリンカー ハイ・シュリンク １台

15 食肉用チラー フレックスチラー １台

16 X線検査機 KD7417BWH １台

17 金属検出機 KDS8116BW １台



18 容器洗浄機 THWL1X2AWRE-M １台

19 ラベルプリンター DPS-700C １台

20 ピストン充填機 8ZR-H ２台

21 真空包装機 L-10 ２台

22 プレハブ恒温高湿庫 2300*1300*2800 １台

23 コンベア MMX2-VG-106-400-80-IV-0 ２台

24 電解水手洗いユニット WOX-40WA-HS ３台

25 テーブル形冷蔵庫 RT-120SNF-E-ML １台

26 テーブル形冷蔵庫 RT-120SDF-E-R １台

27 電解水生成装置 ROX-20TB2 １台

28 電気式消毒槽 600*600*800 １台

29 器具消毒殺菌庫 HSB-5SA3-1-HK ２台

30 器具消毒殺菌庫 HSB-10SA3-1-K（D=750） ２台

31 クリーンロッカー MCL-65 ２台

32 クリーンロッカー MCL-105 ５台

33 毛髪・塵埃除去機 HW-TRC １台

34 手洗いユニット HS-3000 ３台

（５）工期　　　　　契約締結日の翌日から平成２９年１０月１７日まで

（６）予定価格　　　68,010,800円（消費税及び地方消費税を除く）

２． 一般競争入札執行形態に関する事項

（１） 本工事は、１．（４）の№１～№34の一括入札とする。

（２） 本工事は、一般競争入札で行う。

（３） 本工事は、入札参加申込書等の提出により行う。

３． 入札に参加する者に必要な資格

（１） 機械設置納入実績があること。

（２） 予算決算及び会計令第７０条及び第７１条に該当しないもの。

（３） 申請書及び資料提出期限の日から入札までの期間に、行政並びにその関係機関

から工事請負契約に係る指名停止を受けていないこと。

（４） 緊急なトラブル時に対応が可能なこと。

（５） 入札参加資格申込書及び添付書類の重要事項に虚偽の記載や重要な事項の記載

漏れのないこと。



４． 入札参加申込み

（１） 入札に参加しようとする者は、次により入札参加の申込みをしなければならな

い。

ア）提出書類　　入札参加申込書

契約に係る指名停止等に関する申立書（別紙様式第１４号）

イ）提出場所　　有限会社うしちゃんファーム　本社

　　　　　　〒986-0313　宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前1-2

ウ）提出期限　　平成２９年１０月４日（水）午後５時まで

エ）提出方法　　ア）の書類を封筒に「入札参加申込申請書類在中」と朱書き

　　　　　　　　　　し、イ）の場所への郵送での受付とする。

（２） 本法人代表取締役（以下、「代表者」という。）は、受理した入札参加申込書

に受付印を押し、その写しを交付する。

（３） 入札参加申込書を提出した者でなければ、入札に参加することはできない。

５． 資料等の閲覧

本工事に係る仕様書は次のとおり閲覧に供する。

（１） 期間　　平成２９年　９月　２０日（水）午前１１時から平成２９年　１０月

４日（水）午後５時までとする。

（２） 場所　　有限会社うしちゃんファーム　本社

　　　　〒986-0313　宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前1-2

（３） 資料等の貸出等

ア） 希望する者については、下記で仕様書の貸出を受けることができる。

申込先　　有限会社うしちゃんファーム　本社

〒986-0313　宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前1-2

イ） 貸出書類は、この工事で活用する場合を除き、目的以外に使用しないこ

と。また、入札時に返却すること。

６． 入札の方法

（１） 入札及び開札の日時及び場所

ア）日時　　平成２９年１０月５日（木）１０：００

イ）場所　　有限会社うしちゃんファーム　本社

　　　　　　〒986-0313　宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前1-2

（２） 入札書の記載

落札決定にあっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の８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

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札に参加す



る者は、その構成員が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、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金

額を入札書に記載すること。

（３） 代理人が立ち会う場合は委任状を提出すること。

（４） 入札参加申込書の写しの提示

（１） の受付の際に、４の（２）より交付された入札参加申込書の写しを提

示すること。

７． 現場説明会

実施しない。

８． 契約条項を示す期間及び場所

５の（１）及び（２）に同じ。

９． 入札保証金及び契約保証金

（１） 入札保証金

免除する。

（２） 契約保証金

免除する。

１０．入札の無効

　　　次のいずれかに該当する入札は無効となる。

（１） 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

（２） 入札参加申込書を提出していない者又は虚偽の入札参加申込みをした者のした

入札

（３） ２以上の入札書による入札

（４） 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

（５） 入札要件（入札金額、工事名、工事場所及び氏名）の判明できない入札書、入

札金額以外の記載事項の訂正に押印がない入札書又は入札者押印の無い入札書

による入札

（６） 記載した文字を容易に消字することが出来る筆記用具を用いて記載した入札書

による入札

（７） 送付、電報又は電送の方法による入札

（８） その他、入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

１１．落札者の決定方法



（１） 落札候補者の決定

開札後、落札決定を保留し、有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の

範囲内で最低の価格を入札した者（以下、「最低価格入札者」という。）を落

札候補者とする。この場合において最低入札価格者が２人以上あるときは、く

じにより落札候補者を決定する。

入札執行回数は１回とする。落札者が決定しない場合は、再度公告のうえ入札

を行う。

（２） 落札者の決定

ア） 落札候補者に入札参加資格があると認めたとき

代表者は、落札候補者が３の資格（以下、「入札参加資格」という。）を

有すると認められるときは、当該落札候補者を落札者と決定し、その旨を

当該落札候補者及びその他の入札参加者に通知する。

イ） 落札候補者に入札参加資格が無いと認めたとき

代表者は、落札候補者に入札参加資格が無いと認めたとき、有効な入札書

を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で当該落札候補者に次に低

い価格をもって入札した者から順次に新たな落札候補者を決定し、入札参

加資格があると認めた者を落札者とする。

１２．入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

（１） 入札参加資格が無いと認められた者は、１１の（２）のイ）の通知を受けた日

の翌日から起算して２日以内（土日祝日を除く。）に代表者に対して書面によ

り入札参加資格が無いと認めた理由の説明を求めることできる。

（２） 代表者は、（１）による説明を求められたときは、説明を求めることが出来る

期限の日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を除く。）に当該説明を求め

た者（以下、「説明請求者」という。）に対し、書面により回答する。この場

合において、１１の（２）のイ）の新たな落札候補者の入札参加資格の確認は、

説明請求者に対する回答を決定するまで中断する。

（３） 代表者は、説明請求者に入札参加資格があると認めたときは、入札参加資格が

無いと認めた旨の通知を取り消し、当該請求者を落札者とする。

（４） １１の（２）のイ）により、新たな落札候補者となった者が、入札参加資格が

無いと認められた場合も、（１）から（３）まで同様とする。

１３．内訳書及び契約書案の提出

落札者は、落札決定通知を受けた日から１０日以内（土日祝日を除く。）に、内訳

書及び記名押印した契約書案を提出しなければならない。



１４．問い合わせ先

　　　有限会社うしちゃんファーム　担当　太田　秀晴

　　　宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前1-2

　　　TEL：0225-76-2179

　　　FAX：0225-76-1349


