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郵便入札に係る応札要領について
に参加 される方は下記の要領により行つてください。
標記について、入本
し

1 ‑般 競争入札は別紙第 1の とお り。

2
3

指名競争入札 は別紙第 2の とお り。 1
令和 4年 1月 1日 以降の人札に適用する。
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別紙第 1
郵便入札 に係 る応札要領 (一 般 競 争 入 本L)

1

事前確認
郵便入札 (入 札 の 出席 を要 しない。)を 希望す る業者 は、電話連絡 の うえ入札 日の 3日 前 ま
でに全省庁統 一 資格審 査結果通知 書 (写 )を 郵送 にて入札公告 に記載 してあ る第 4補 給 処調
達部契約課入札担 当班 まで送付 して くだ さい。
また 、入札書 を郵 送す る際にも入札公告に記載 された連絡先 に電 話連絡 をお願 い します。

2

提 出期限
入札書 の提 出期限は、入札 公 告 に記載 され た とお りです。 ただ し、郵便入札 を取消す場合
は、入札書 の提出期限までに書面 で申出て下 さい。

3

郵便入札 の方法
二重封筒 によるもの とし、 内封筒 には規定 の入札書 を使用 して入 札公告 の番 号・ 日付 、 日
す る品 目のメーカー名又 は
付 (入 札書 を作成 した 日付 )、 入札者名 、統制番号、品名及 び参カロ
「社印等」とい う。))
型式番号等 の必要事項 を記載 して、社印 (使 用印鑑届 で届出た印 (以 下、
を押印 して 下 さい。 また 、 内封筒 には担 当者印又 は社 印等 で封印 をお願 い します。外封筒 に
は「入札書在 中」と記載 して くだ さい。なお 、記載事項 に不備がある場合 には入 札書は無効 と
な ります。 また 、郵送 につい ては送達 記録 が残 る郵送方法 で送付 して くだ さい。
送付 された入札書 を無効 とす る場合
1)郵 送書類 (全 省庁統 一 資格審 査結果及び入札書 )が 提出期限までに届 かなか つた場合
2)入 札書に必要事項 が記載 されてい ない場合 (社 印等 の押印 がない場合 も含む。)
3)入 札公 告 の要件 を満た さない場合
入札回数
郵便 による応札 につい ては入札回数 を 1回 とし、1回 目の入札 で落札 しない場合、 2回 目
以降 の入札 は辞退 した もの として処置 します。 なお 、封筒 に入れ る入 札書 は 1枚 として くだ
さい。
結果
入札結果 については、郵便入札 を行 つた業者 には電 話連絡等 によ り通知 します。 また、落
札情報 につい ては第 4補 給処 のホームペ ー ジに も公 開致 します。
そ の他
1)落 札 となるべ き同価 の入札を した者 が二人以上 あるときに、当該落札者 の うち出席 しな
い者又は く じを引 か ない者 があるときは、入札事務 に関係 の ない職員 をもつて これ に代わ
りくじを引かせ るもの とします。
2)不 明な点 は、入本L公 告に記載 されて い る連絡先 まで ご連絡 くだ さい。

別紙第 2
郵便入札 に係 る応札要領 (指 名競争入札 )

1

事前確認
郵便入札 (入 札 の出席 を要 しない。)を 希望す る業者 は、必要な事項 について説 明があ りま
す ので 、必ず入札通知書 に記 載 され た第 4補 給 処調達部輸入課契約班 に電話連絡 をお願 い し
ます 。

2

提 出期限
入札書 の提 出期限 は、入札通知書 に記載 された入札 日前 々 日の 15:00ま で とします。
ただ し、郵便入本Lを 取消す場合は、前 日の 15:00ま でに書面 で 申出て下 さい。
なお、入札書 の提 出期限 並びに郵便入札 を取消 し申出 の期限 が祝休 日の場合 は、直前 の平
日とします。

3

郵便入札 の方法
二重封筒 によるもの とし、内封筒 には規定 の入札書 を使用 して入 札通知書 の番号 。日付 、
日付 (入 札書 を作成 した 日付 )、 入札者名、統制番 号及 び品名等 の必 要事項 を記載 して 、社印
(使 用印鑑届で届 出 た 印 (以 下、「社印等」 とい う。
))を 押印 して下 さい。 また、内封筒 には
い
しま
担 当者印又は社印等で封印をお願
す。外封筒 には「入札書在 中」と記載 して くだ さい。
なお、記載事項 に不備がある場合 には入 札書 は無 効 とな ります 。 また 、郵送 につい ては送達
記録 が残 る郵送方法で送付 して くだ さい。

4

送付 された入札書を無効 とす る場合
(1)郵 送書類 (入 札書)力 ｀提 出期限 までに届 か なか つた場合
(2)入 札書 に必要事項が記載 されてい ない場合 (社 印等 の押印 がない場合 も含む。)
(3)入 札通知書 の要件 を満た さない場合

5

再度 の入札
郵便 による応 札者 が 出席 しない場合 で 、落札者 が な く 2者 以 上 の 出席者 がい る場合 は、郵
便応札者は辞退 した もの とみな して再度 の入札 を行 い ます ので 、封筒 に入れ る入札 書 は 1枚
として下 さい。
ただ し、落札者 が な く出席者 が 2者 に満 たない場合 で後 日再度 の入札 を実施す ることとな
った時は、郵便応札者 を辞退 とせ ず に ご連絡 を します ので 、上記 の期限 に準 じ、期 日に間に
合 うよ う入札書を提出 して下 さい。

6
7

結果
落札結果 につい ては、郵便入札 を行 つた業者 には通知 します。

そ の他
(1)落 札 となるべ き同価 の入札 を した者 が二人以上 あるときに、当該落札者 の うち出席 しな
い者又 は く じを引かない者 があるときは、入本L事 務 に関係 の な い職員 をもって これに代わ
りくじを引かせ るもの とします。
(2)不 明な点 は、入札通知書等 に記載 されて い る連 絡先 まで ご連絡 くだ さい。

