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所在地区分 規模

その他

提出書類

提出先

締切日時 申込方法

提出期限

提出方法

回答日時

回答方法

入札及び開札日時 令和元年11月22日（金）　10時00分

入札及び開札場所
公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室
　　横浜市中区本町3-30-7横浜平和ビル８階

入
札
参
加
申
込

質
問
・
回
答

令和元年11月５日（火）　正午迄

持参、ＦＡＸ又は電子メールにて、総務課契約係まで提出すること
電子メールアドレス：soumuka-keiyaku@bz04.plala.or.jp

令和元年11月７日(木）　９時00分

公社ホームページに掲載  （http://www.y-hozen.or.jp/)

公募型指名競争入札参加意向申出書

総務部総務課契約係

令和元年11月13日（水）
17時00分迄

持参又は郵送
①　持参　：職員に直接手渡すこと
②　郵送　：締切日時必着
　（送付先）
　　〒231-0005
　　横浜市中区本町3－30-7　横浜平和ビル8階
　　公益財団法人横浜市建築保全公社
　　総務部　総務課　契約係

①　横浜市規則第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定に
　より定めた資格を有する者であること。

②　入札参加意向申出書提出期限日から開札日までの間のいずれの日に
　おいても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない
　者であること。

③　令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に
　　おいて、登録されていること。

入
札
参
加
条
件
等

指名・非指名通知日
及び通知方法

令和元年11月15日（金）　ＦＡＸにより通知

設計図書の閲覧 公社ホームページに掲載  （http://www.y-hozen.or.jp/)

市内又は準市内 　　―

410：複写サービス 市内：順位問わず
種目・細目

Ａ：複写サービス
順位

準市内：１位～３位

公益財団法人横浜市建築保全公社　総務部総務課　庶務係
　横浜市中区本町3-30-7　横浜平和ビル８階　　　ＴＥＬ：０４５－６４１－５１０６

令和２年１月１日から令和６年12月31日　（総貸借期間５年間）

公告日

入札方法

件　　名

納入／履行場所

納入期限

発注担当部署

賃貸借期間等

令和元年10月29日（火）

公募型指名競争入札　（入札書の持参による）

複写サービス

設計図書のとおり

令和元年12月27日
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件　　名 複写サービス

前払金 部分払

契約担当部署
総務部総務課　契約係
　　横浜市中区本町3－30-7　横浜平和ビル8階
　　ＴＥＬ：０４５－６４１－３１２４　　ＦＡＸ：０４５－６６４－７０５５

注意事項

①　入札については、賃貸借期間（総賃借期間５年分）の総額で入札すること。

②　入札金額は、消費税及び地方消費税を除く額を記載すること。

③　入札回数　２回
　　　（１回目の開札の結果、入札参加者の入札のうち、予定価格以下の入札が
　　　　無いときは、再度の入札を行いますので、入札書をご準備ください。）

④　地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 8 号の規定により、二回目の入札
　　で落札者がないときは、最低価格を提示した事業者と交渉を行い、予定価格内
　　で合意した場合に随意契約を行うこととします。

支払条件 しない する（60回）※詳細は設計図書記載


	公告


公告

		公告日 コウコク ビ				令和元年10月29日（火） レイ ワ モト ネン ガツ ニチ ヒ

		入札方法 ニュウサツ ホウホウ				公募型指名競争入札　（入札書の持参による） コウボガタ シメイ キョウソウ ニュウサツ ニュウサツ ショ ジサン

		件　　名 ケン メイ				複写サービス フクシャ

		納入／履行場所 ノウニュウ リコウ バショ				設計図書のとおり セッケイ トショ

		納入期限 ノウニュウ キゲン				令和元年12月27日 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ

		賃貸借期間等 チンタイシャク キカン トウ				令和２年１月１日から令和６年12月31日　（総貸借期間５年間） レイ ワ ネン ガツ ニチ レイ ワ ネン ガツ ニチ ソウ タイシャク キカン ネン カン

		発注担当部署 ハッチュウ タントウ ブショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　総務部総務課　庶務係
　横浜市中区本町3-30-7　横浜平和ビル８階　　　ＴＥＬ：０４５－６４１－５１０６　　　 コウエキ ザイダン ホウジン ヨコハマシ ケンチク ホゼン コウシャ ソウム ブ ソウムカ ショム カカリ ヨコハマシ ナカク ホンチョウ ヨコハマ ヘイワ カイ

		入札参加条件等 ニュウサツ サンカ ジョウケン トウ		所在地区分 ショザイチ クブン		市内又は準市内 シナイ マタ ジュン シナイ						規模 キボ		　　―

				種目・細目 シュ モク サイモク		410：複写サービス フクシャ						順位 ジュンイ		市内：順位問わず シナイ ジュンイ ト

						Ａ：複写サービス フクシャ								準市内：１位～３位 ジュン シナイ イ イ

				その他 タ		①　横浜市規則第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定に
　より定めた資格を有する者であること。

②　入札参加意向申出書提出期限日から開札日までの間のいずれの日に
　おいても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない
　者であること。

③　令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に
　　おいて、登録されていること。 ヨコハマシ キソク ダイ ジョウ ダイ コウ カカ モノ オヨ ドウ ジョウ ダイ コウ キテイ サダ シカク ユウ モノ ニュウサツ サンカ イコウ モウシデショ テイシュツ キゲン ヒ カイサツ ビ アイダ ヒ ヨコハマシ シメイ テイシ トウ ソチ ヨウコウ モト シメイ テイシ ソチ ウ モノ レイ ワ モト ネン ド ヨコハマ シ イッパン キョウソウ ニュウサツ ユウシカクシャ メイボ ブッピン イタク トウ トウロク

		指名・非指名通知日
及び通知方法 シメイ ヒ シメイ ツウチ ビ オヨ ツウチ ホウホウ				令和元年11月15日（金）　ＦＡＸにより通知 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ キン ツウチ

		設計図書の閲覧 セッケイ トショ エツラン				公社ホームページに掲載  （http://www.y-hozen.or.jp/) コウシャ ケイサイ

		入札参加申込 ニュウサツ サンカ モウシコミ		提出書類 テイシュツ ショルイ		公募型指名競争入札参加意向申出書 コウボガタ シメイ キョウソウ ニュウサツ サンカ イコウ モウシデショ

				提出先 テイシュツ サキ		総務部総務課契約係 ソウム ブ ソウムカ ケイヤク カカリ

				締切日時 シメキリ ニチジ		令和元年11月13日（水）
17時00分迄 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ スイ ジ フン マデ				申込方法 モウシコミ ホウホウ		持参又は郵送
①　持参　：職員に直接手渡すこと
②　郵送　：締切日時必着
　（送付先）
　　〒231-0005
　　横浜市中区本町3－30-7　横浜平和ビル8階
　　公益財団法人横浜市建築保全公社
　　総務部　総務課　契約係　
　　　 ジサン マタ ユウソウ ジサン ショクイン チョクセツ テワタ ユウソウ シメキリ ニチジ ヒッチャク ソウフ サキ ヨコハマシ ナカク ホンチョウ ヨコハマ ヘイワ カイ コウエキ ザイダン ホウジン ヨコハマシ ケンチク ホゼン コウシャ ソウム ブ ソウムカ ケイヤク カカリ

		質問・回答 シツモン カイトウ		提出期限 テイシュツ キゲン		令和元年11月５日（火）　正午迄 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ ヒ ショウゴ マデ

				提出方法 テイシュツ ホウホウ		持参、ＦＡＸ又は電子メールにて、総務課契約係まで提出すること
電子メールアドレス：soumuka-keiyaku@bz04.plala.or.jp ジサン マタ デンシ ソウムカ ケイヤク カカリ テイシュツ デンシ

				回答日時 カイトウ ニチジ		令和元年11月７日(木）　９時00分 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ モク ジ フン

				回答方法 カイトウ ホウホウ		公社ホームページに掲載  （http://www.y-hozen.or.jp/) コウシャ ケイサイ

		入札及び開札日時 ニュウサツ オヨ カイサツ ニチジ				令和元年11月22日（金）　10時00分 レイ ワ モト ネン ガツ ニチ キン ジ プン

		入札及び開札場所 ニュウサツ オヨ カイサツ バショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室　
　　横浜市中区本町3-30-7横浜平和ビル８階 コウエキ ザイダン ホウジン ヨコハマシ ケンチク ホゼン コウシャ カイギ シツ ヨコハマシ ナカク ホンチョウ ヨコハマ ヘイワ カイ

		注意事項 チュウイ ジコウ				①　入札については、賃貸借期間（総賃借期間５年分）のリース料総額で入札する
　　こと。

②　入札金額は、消費税及び地方消費税を除く額を記載すること。

③　入札回数　２回
　　　（１回目の開札の結果、入札参加者の入札のうち、予定価格以下の入札が
　　　　無いときは、再度の入札を行いますので、入札書をご準備ください。）

④　地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 8 号の規定により、二回目の入札
　　で落札者がないときは、最低価格を提示した事業者と交渉を行い、予定価格内
　　で合意した場合に随意契約を行うこととします。 ニュウサツ チンタイシャク キカン ソウ チンシャク キカン ネン ブン リョウ ソウガク ニュウサツ ニュウサツ キンガク ショウヒゼイ オヨ チホウ ショウヒゼイ ノゾ ガク キサイ ニュウサツ カイスウ カイ カイメ カイサツ ケッカ ニュウサツ サンカ シャ ニュウサツ ヨテイ カカク イカ ニュウサツ ナ サイド ニュウサツ オコナ ニュウサツ ショ ジュンビ ジ

		支払条件 シハライ ジョウケン				前払金 マエ ハラ キン		しない				部分払 ブブン バライ		する（60回）※詳細は設計図書記載 カイ ショウサイ セッケイ トショ キサイ

		契約担当部署 ケイヤク タントウ ブショ				総務部総務課　契約係　
　　横浜市中区本町3－30-7　横浜平和ビル8階　
　　ＴＥＬ：０４５－６４１－３１２４　　ＦＡＸ：０４５－６６４－７０５５ ソウム ブ ソウムカ ケイヤク カカリ
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令和２年１月１日から令和６年12月31日　（総貸借期間５年間）


公告日


入札方法


件　　名


納入／履行場所


納入期限


賃貸借期間等


令和元年10月29日（火）


公募型指名競争入札　（入札書の持参による）


複写サービス


設計図書のとおり


令和元年12月27日


