
入 札 公 告（重油購入契約：磐田工場・出水工場） 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成 18 年５月 11 日 

 日本アルコール産業株式会社磐田工場 工場長 岡留伸一郎 

◎調達機関番号 423 ◎所在地番号 22 

１ 調達内容 

 (1) 品目分類番号 2 

  (2) 購入等件名及び数量 

    Ａ重油（ＪＩＳ１種２号） 

  平成 18 年７月分 324kl 

  同   年８月分 144kl 

  同   年９月分 288kl 

 (3) 調達件名の特質等 次の規格に適合するもの。 

（硫黄分）1.00 mass％以下 

 (4) 納入期限 

  平成 18 年７月分 平成 18 年８月２日 

  同   年８月分 同   年９月４日 

  同   年９月分 同   年 10 月３日 

    上記の日までの間において別途指示する日まで。 

 (5) 納入場所   

日本アルコール産業株式会社磐田工場 

 (6) 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 252 kl 平成 18 年８月頃。 

 (7) 入札方法 上記１(2)の件名について入札に付する。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５％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 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争参加資格 

 日本アルコール産業株式会社における契約に係る参加資格審査を受け、競争参加の資格を

有する者。 

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、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

  〒438－0078 静岡県磐田市中泉 2943－4 

    日本アルコール産業株式会社磐田工場 製造管理課  電話 0538－32－2265 

 (2) 入札、開札の日時及び場所 

  平成 18 年７月分 平成 18 年７月３日 10 時 

  同   年８月分 同   年８月１日 10 時 



  同   年９月分 同   年９月１日 10 時 

日本アルコール産業株式会社磐田工場会議室 

４ その他 

 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 

 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格を有しない者のした入札及び入札の条

件に違反した入札は、無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否  要。 

 (5) 落札者の決定方法 当工場の作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行なった者を落札者とする。 

(6) 上記購入数量及び納入期限は変更することがあるので、入札日前に３項(1)に示す担当部

署に確認すること。 

 ５ Summary 

  (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity ： Shinichirou 

Okadome, Plant Manager, Iwata Plant, Japan Alcohol Corporation 

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

 (3) Nature and quantity of the products to be purchased : 

   Fuel Oil A (JIS Class 1 No.2) 

     Sulfur: not more than 1.00 mass％ 

     July: 324kl, August: 144kl, September: 288kl 

  (4) Delivery period: 

     July： 2 August, 2006 (last) 

     August： 4 September, 2006 (last) 

     September： 3 October, 2006 (last) 

  (5) Delivery place: Iwata Plant, Japan Alcohol Corporation  

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

eligible for participating in the proposed tender are those who shall have been 

qualified through the Examination of Qualifications for the Participation 

in Tenders for Procuring Equipment by Japan Alcohol Corporation. 

  (7) Time-limit for tender:  

     July: 10:00AM 3 July 

     August: 10:00AM 1 August 

     September: 10:00AM 1 September 

  (8) Contact point for the notice General Affairs Division, Iwata Plant, Japan 

Alcohol Corporation. 2943－4 Nakaizumi, Iwata-shi, Shizuoka 438－0078,Japan. 

 

 



 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成 18 年５月 11 日 

 日本アルコール産業株式会社出水工場 

 工場長 惠濃信行 

◎調達機関番号 423 ◎所在地番号 46 

１ 調達内容 

 (1) 品目分類番号 2 

  (2) 購入等件名及び数量 

  Ａ重油（ＪＩＳ１種２号） 

  平成 18 年７月分  774kl 

  同   年８月分  558kl 

  同   年９月分 1,026kl 

 (3) 調達件名の特質等 次の規格に適合するもの。 

（硫黄分）2.00 mass％以下 

（密  度）0.88 (15℃)g/cm３以下 

（発熱量）44.8 MJ/kg 以上 

 (4) 納入期限 

  平成 18 年７月分 平成 18 年８月２日 

  同   年８月分 同   年９月６日 

  同   年９月分 同   年 10 月４日 

   上記の日までの間において別途指示する日まで。 

 (5) 納入場所 

  日本アルコール産業株式会社出水工場 

 (6) 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 786kl  平成 18 年８月頃。 

 (7) 入札方法 上記１(2)の件名について入札に付する。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５％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 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争参加資格 

日本アルコール産業株式会社における契約に係る参加資格審査を受け、競争参加の資格を

有する者。 

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、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

  〒899－0202 鹿児島県出水市昭和町 60－18   

  日本アルコール産業株式会社出水工場 製造管理課 電話 0996－62－0486 

 (2) 入札、開札の日時及び場所 



  平成18年７月分 平成18年７月５日13時30分 

   同   年８月分 同    年８月２日13時30分 

   同      年９月分 同    年９月６日13時30分 

日本アルコール産業株式会社出水工場会議室 

４ その他 

 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 

 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格を有しない者のした入札及び入札の条

件に違反した入札は、無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否  要。 

 (5) 落札者の決定方法 当工場の作成した予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行なった者を落札者とする。 

 (6) 上記購入数量及び納入期限は変更することがあるので、入札日前に３項(1)に示す担当部

署に確認すること。 

５ Summary 

  (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity ： Nobuyuki Enou, 

Plant Manager, Izumi Plant, Japan Alcohol Corporation. 

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

 (3) Nature and quantity of the products to be purchased : 

   Fuel Oil A (JIS Class 1 No.2) 

     Sulfur : not more than 2.00 mass％ 

     Density : not more than 0.88 (15℃)g/cm３ 

   Calorific Value: not less than 44.8MJ/kg 

     July: 774kl, August: 558kl, September: 1,026kl  

  (4) Delivery period: 

     July: 2 August, 2006 (last) 

     August: 6 September, 2006 (last) 

     September：4 October, 2006 (last) 

  (5) Delivery place: Izumi Plant, Japan Alcohol Corporation.  

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

eligible for participating in the proposed tender are those who shall have been 

qualified through the Examination of Qualifications for the Participation 

in Tenders for Procuring Equipment by Japan Alcohol Corporation. 

  (7) Time-limit for tender:  

     July: 1:30PM 5 July 

     August: 1:30PM 2 August 

     September: 1:30PM 6 September 



 (8) Contact point for the notice: General Affairs Division, Izumi Plant, Japan 

Alcohol Corporation. 60－18 

 shouwa-machi, Izumi-shi, Kagoshima 899－0202, Japan. 

 


