
入 札 公 告 

 

経済上の連携に関する日本国と欧州連合又は英国との間の協定の適用を受ける調達を次

のとおり一般競争入札に付します。 

令和３年６月３日 

東京地下鉄株式会社鉄道統括部長 田地 朗 

◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13 

○第 92号 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号 18 

(2) 調達物品及び数量 銀座線車両のＳ・ＣＣＴＶ 40編成分（再入札） 

(3) 調達物品の特質等 入札説明書による。 

(4) 納入期限 令和４年９月 16日から令和７年 12月８日まで。詳細は入札説明書によ

る。 

(5) 納入場所 東京地下鉄株式会社（以下「会社」という。）の指定場所。詳細は入札説

明書による。 

(6) 入札方法 (2)の物品について入札に付する。落札決定にあたっては、入札書に記載

された金額に、消費税法及び地方消費税法の規定により定められた税率により算定され

た金額を加算した金額（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、見積もった契約金額のうち消

費税額等に相当する額を除いた金額を記載した入札書を提出すること。                               

２ 競争参加資格 

(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。 

(2) 破産者で復権を得ない者でないこと。 

(3) 入札説明書３(3)に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者で、その事実が

あった後３年を経過しない者でないこと。 

(4) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(5) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力又はそれらの者との関与があると認めら

れる者でないこと。 

(6) ４(3)に示す日から開札の時までの期間に、会社から取引先資格停止基準に基づく資

格停止を受けていないこと。 

(7) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。 

(8) 日本、欧州連合又は英国の供給者であること。 

(9) その他入札説明書に定める条件を満たす者であること。 

３ 入札書の提出場所等 



(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先    〒110－8614  東京都

台東区東上野 3－19－6 東京地下鉄㈱鉄道統括部契約課 電話 03－3837－7068  

(2) 入札説明書の交付期限 令和３年６月 10日午後４時 00分まで交付する。 

(3) 入札説明書の交付方法 電子メールにて交付するので、procurement@tokyometro.jp

宛に電子メールにて問い合わせること。メールの件名は「（入札参加希望）＋調達件

名」とすること。なお、この交付方法による入手ができない者は、３(2)で示す交付期

限まで毎日午前 10時 00分から午後４時 00分まで、３(1)の場所において入手すること

ができる。 

(4) 競争参加資格審査申請期日 令和３年７月２日午後２時 00分 

(5) 入札書の受領期限 令和３年８月１０日 午後２時 00分 

(6) 開札の日時及び場所 令和３年８月１０日 午後２時 00分 東京地下鉄㈱ 本社会

議室 

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 入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている

競争参加資格審査申請書を令和３年７月２日午後２時 00分までに指定された方法で提

出しなければならない。なお、会社は、申請書の内容又は入札者の履行能力に疑義があ

る場合は、入札者に対して説明又は証明書類の提出を求めることができる。この場合、

入札者は直ちにこれに応じなければならない。 

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、申請書に虚偽

の記載をした者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出

した入札書は無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品について、(3)の書類を提出し、競争参加資

格を認められ、入札説明書で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低

要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、予定価格の制限の範囲内で最低の

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) 詳細は入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Akira Taji, 

Railway Management Dept., Railway  Headquarters, Tokyo Metro Co., Ltd.  

(2) Classification of the products to be procured: 18  

(3) Nature and quantity of the products to be purchased: CCTV: 40sets.(rebid) 

(4) Delivery period: from September 16th,2022 to December 8th,2025 



(5) Location of Delivery: Tokyo Metro Co., Ltd. Designated place.  

(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers 

eligible for participating in tenders are those who shall; 

① not have had a judgment of incompetency made against them.  

② not have declared bankruptcy and are still unable to be reinstated.  

③ not fall under any of the conditions listed in item 3(3) of the Tender 

Instructions in the past three years.  

④ not have their company financial condition been deemed remarkably unsound. 

⑤ not belong to a crime syndicate or have relations with anyone who does. 

⑥ have not had suppliers’ qualification suspended, according to the company’s 

supplier qualification regulations, between 2:00 PM July 2, 2021 JST and the 

period of the tender. 

⑦ not be defaulting on national or local taxes. 

⑧ be a supplier of either Japan or the European Union. 

⑨ comply with other details requirements in the tender documentation. 

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

for the qualification: 2:00 PM July 2, 2021 JST 

(8) Time Limit for Tender and Opening Tender: 2:00 PM August 10, 2021 JST 

(9) Contact point for the notice: Contract Section, Railway Management Dept., Tokyo 

Metro Co., Ltd 3-19-6 Higashi-ueno, Taito-Ku Tokyo 110-8614 Japan TEL: 03-3837-

7068 


