
令和 3年 12月 10日 

一般競争入札公告（その４） 

事業実施主体 

共栄製茶株式会社 

代表取締役 森下 康弘 

次のとおり食料産業・6次産業化交付金のうち 

食品産業の輸出向け HACCP等対応施設整備事業の一般競争入札（郵便）を実施いたします。 

ご参加を希望される場合には関係書類のご提出をお願いいたします。  

 

１． 入札に付する事項  

(1) 事業内容  X線・ウェイトチェッカー・コンベア一式導入 

(2) 事業概要 （別添、設計図書_その４ のとおり） 

  下記機械の導入と現地据付、試運転 

〇 イシダ社製 X線異物検査装置（IX-GN-2444） 一式 

〇 パナソニック製引掛式プラグ 一式 

〇 背面冷却装置 一式 

〇 除湿装置 一式 

〇 防護カバー入口側標準 700mm 一式 

〇 防護カバー出口側標準 700mm 一式 

〇 高グリップベルト 一式 

〇 コンベアガイド 1列検査用スカート無 一式 

〇 外部出力信号 1信号あたり 一式 

〇 ユニバーサル振分連動基盤 一式 

〇 テストピース 5連式 SUS線 5mmφ0.2～0.6 一式 

〇 テストピース 5連式 SUS球φ0.3～0.7 一式 

〇 テストピース 5連式セラミック球φ3.0～8.0 一式 

〇 テストピース 5連式石英ガラス球φ2.0～6.0 一式 

〇 テストピース 5連式 EPDMゴム球φ3.0～8.0 一式 

〇 重量選別機（DACS-GN-S015-24/SS-I-S） 一式 

〇 防風カバー上側のみ：（通過高さ）H150mm 一式 

〇 取込ガイド 一式 

〇 計量皿ガイド 一式 

〇 電源プラグ指定 一式 

〇 フィードバックコントロール直接制御 一式 

〇 信号入出力 一式 

〇 USBメモリ 一式 

〇 振分け装置（RE-150-A3-2/SS-M-B） 一式 

〇 不良受け箱（脚付き） 二式 

〇 傾斜コンベア 一式 

（DMG20DR80B18R09X-500/750H（傾斜グリーンベルト）） 

(3) 納入場所  京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号 共栄製茶株式会社 京都テクノセンター  



(4) 納期  契約日又は契約日の翌日より令和 4年 3月 20日まで 

 

２. 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地など 

  京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号 共栄製茶株式会社 京都テクノセンター 担当中村 

  電話  0774-73-0005 

ＦＡＸ 0774-73-0008 

   

３．入札の参加に必要な資格等 

  次の項目をすべて満たす者  

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有する者 

(2) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産の開始の申し立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に

基づく更正手続開始の申し立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく申し立てがなされている者

でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲

げる者でないこと。 

(4) 同等機械等の設置納入実績があること。 

(5) 適正な施工管理担当者を設置できる者 

(6) 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施できる者 

(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機 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．入札（郵便）手続等 

手続等 期間・期日・期限・場所等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

 

令和 3年 12月 10日（金）午前 9時から 

令和 3年 12月 16日（木）午後 4時まで 

共栄製茶株式会社ホームページに掲載 

共通事項３のと

おり 

設計図書等の閲覧期間 

 

令和 3年 12月 10日（金）午前 9時から 

令和 3年 12月 27日（月）午後 5時まで 

共栄製茶株式会社ホームページに掲載 

共通事項２のと

おり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

令和 3年 12月 16日（木）午後 5時必着 

〒619-0215 京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号  

共栄製茶株式会社 京都テクノセンター 

共通事項３のと

おり 

質問の受付 申請書等に関する質問 

：令和 3年 12月 14日（火）正午まで 

設計仕様に関する質問 

：令和 3年 12月 21日（火）正午まで 

共通事項５のと

おり 

回答の閲覧 申請書等に関する回答：随時 

設計図書等に関する回答 

：令和 3年 12月 22日（水） 

共通事項５のと

おり 

入札現地説明会の日時及び

場所 

令和 3年 12月 23日（木）午前 11時 30分から 

京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号  

共栄製茶株式会社 京都テクノセンター 

 



 

郵便入札の受付期限及び場

所 

令和 3年 12月 27日（月）午後 5時必着 

〒619-0215 京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号  

共栄製茶株式会社 京都テクノセンター 

共通事項６のと

おり 

開札の日時及び場所 令和 3年 12月 28日（火）午前 11時 30分 

京都府木津川市梅美台 8丁目 1番 2号  

共栄製茶株式会社 京都テクノセンター 

 

 

 

５．入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書及び資格等に虚偽の 記載をした者、入札及び入

札に関する条件に違反した者は無効とする。  

 

６．落札者の決定方法  

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行ったもののうち最低価格者を落札者とする。ただし、落札者となる

べきものの入札価格によっては、そのものにより当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認め

られるとき、または、そのものと契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著し

く不適当 であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他のものを落札者とする

場合がある。  

 

７．苦情申し立て  

本手続きにおける競争参加資格の確認、その他の手続きに関し、当社に対して苦情申し立てを行うことができ

る。  

 

８. 支払い条件 

 契約時に別途協議とする。 

 

９．その他  

詳細は、入札説明書による。 


