
お 知 ら せ 

２０１６年１月２２日 

 

株式会社関西エアポートエージェンシー 

代表取締役社長  安部川  信 

 

現在、当社が運営する関西国際空港内倉庫にて使用する物流機器の調達について、今回

選定した事業者へ発注する予定となっております。 

ついては、本件について受注いただく方を下記要領により募集しますのでお知らせ  

致します。 

 

１． 発注案件概要 

（１）案  件  名 物流機器の調達 

（２）概    要 当社が運営する関西国際空港内倉庫にて使用する以下の物流機器の

発注をします。詳細については、別途記載。 

          尚、当発注内容には当社が運営する倉庫または当社指定の場所への

納品・組立作業および一部加工作業を含みます。 

 ①移動中量棚（スチール棚・キャスター付）：100台 

          ②6輪台車：200台 

          ③カゴ台車：100台 

          ④折り畳みコンテナ：1,000個 

          ⑤ネステナー（パレットラック）：100台 

（３）発  注  日 ２０１６年２月１５日（予定） 

          尚、納品および組立作業を２０１６年３月２５日までに完了させる

こと。 

（４）選 考 方 法  一般競争入札 

          ①一次選考 

           物流機器類の販売実績および安全管理 

納品期限（3/25まで）の確認 

          ②二次選考 

           見積書により評価します。（選定後の価格交渉あり。） 

           一次選考通過者を対象に現場説明会を実施し、見積内容の詳細 

の説明および納品、組立作業に関する内容について説明致します。 

 

２．応募要件 

  次の全ての条件を満たす者を対象とします。 

【一般条件】 

（１）成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得てない者でないこと。 

（２）入札参加者間に、入札の適正が阻害されると認められる一定の資本関係または、人



的関係等（次の①～③）のある複数の者「以下、「複数の者」とする。」の同一入札

への参加は認めません。 

①資本関係  

・親会社と子会社の関係にある場合 

・親会社と同じくする子会社同士の関係にある場合。 

②人的関係 

・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 

・一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法または民事再生法の規定によ

り選出された管財人を兼ねている場合。 

③その他入札の適正を阻害されると認められる場合。 

  ・①または②と同視しうる関係が認められる場合 

（３）自社（自社、自社の社員、もしくは自社の親会社等を含む。共同企業体であるとき

は、その構成員のいずれかの者。本項において以下同じ。）が次の各号に該当しない

こと。 

  ①個人である入札参加者及び法人である入札参加者の役員等が、暴力団員である場   

合又は暴力団員が入札参加者の経営に事実上参加していると認められるとき。 

  ②入札参加者及びその役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目   

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認め   

られるとき。 

  ③入札参加者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団員に対

して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

  ④入札参加者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を   

有していると認められるとき。 

  ⑤入札参加者及びその役員等が、下請契約、資材、原材料の購入契約またはその他契

約にあたり、その契約相手方の取引希望申し出者の資格の有無にかかわらず、（３）

の①から④に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められる 

とき。 

【特定条件】 

（１）本件発注数と同等レベル以上の物流機器の販売実績がある者。 

（２）物流機器の納品および組立に関して、各種法令の安全基準にもとづいた作業がおこ

なえる者。 

 

３．失格条件 

以下の条件に一つでも該当する場合、本案件資格を失います。 

（１）応募内容に虚偽があるもの 

（２）応募者が本選考の公正さを著しく阻害したと判断される場合 

（３）本企画の情報を他の関係機関に漏洩した場合 

 

 



４．一次選考 

（１）応募の方法 

応募書類を作成の上、下記窓口に直接または郵送で提出して下さい。 

（２）担当窓口 

〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 航空会社北ビル４階 

株式会社関西エアポートエージェンシー  

営業第二部 担当：南口（みなみぐち）、升川（ますかわ） 

TEL：０７２－４５５－４１９０   FAX：０７２－４５５－２９０７ 

E-mail：m-minamiguchi@kaakix.co.jp 、s-masukawa@kaakix.co.jp 

平日 10時00分～12時00分、13時00分～16時00分※土曜日 日曜日 祝日は除く。 

（３）応募書類の提出期限 

２０１６年２月１日（月）１２時まで 

（４）応募書類 

応募に必要な書類は下記のとおりで所定の様式は弊社HPよりダウンロードして

下さい。 

① 一般競争入札参加申込書（添付１） 

② 会社概要および事業内容について（添付２－１、２－２） 

③ 秘密情報に関する誓約書 

※応募者が当社に提出した一切の書類は返却致しません。 

（５）一次選考の結果通知 

    ２０１６年２月１日（月）１７時までに一次選考通過者に口頭にて通知します。

文書での通知は行いません。なお、一次選考から漏れた方に対しては、特段の  

通知等を行いませんのでご承知おき下さい。 

 

５．二次選考現場説明会 

一次選考通過者を対象に下記日時に現場説明会を実施し、見積内容および納品、  

組立作業について説明致します。 

日時：２０１６年２月２日（火）１３：３０～１６：００ 

     場所：当社会議室（関西国際空港内 航空会社北ビル４階） 

        当社倉庫 （関西国際空港内 国際貨物地区） 

        ※参加者は各社２名様までとします。 

 

６．選考スケジュール 

（１）一次選考応募期間  ２０１６年１月２２日（金）から１月２９日（金） 

（２）一次選考通過者通知 ２０１６年２月 １日（月）１７時までに通知 

（３）二次選考現場説明会 ２０１６年２月 ２日（火） 

（４）二次選考応募期間  ２０１６年２月 ３日（水）から２月 ５日（金） 

（５）二次選考事業者決定 ２０１６年２月 ８日（月）１７時までに通知 

以 上 



 

見積仕様書 

２０１６年１月２２日 

 

株式会社関西エアポートエージェンシー 

                      代表取締役社長 安部川 信 

 

 

１．見積内容 

 各種物流機器の単価および総額。 

※全て新品にて見積ること。色は問わない。 

納品・組み立て作業費および以下②③④の名入れ等加工費。 

 

２．調達内容（物流機器の明細および仕様） 

①移動中量棚（スチール棚・キャスター付・独立型）：１００台 

サイズ：Ｈ1,800mm×Ｗ1,800mm×Ｄ450mm 

（Ｈは本体のみでキャスター部分除く。有効内寸がＨ1,600mm×Ｗ1,740mm×Ｄ440mm 

程度のもの。) 

段数：天地４段 

（段数および棚板間は自在に変更できること。棚板取付ピッチは50mm程度） 

耐荷重：150kg/段 最大 500kg/台 

キャスター：４輪（全て自由輪、うち２輪はストッパー付、φ100mm程度） 

 

 ②６輪台車：２００台 

  サイズ：Ｈ1,500mm×Ｗ1,250mm×Ｄ450mm 

  （有効内寸がＨ1,300mm×Ｗ1,250mm×Ｄ445mm程度のもの。） 

  段数：中間棚２枚付（中間棚最低４枚取付可能であること。） 

  耐荷重：500kg 

  キャスター：６輪（固定２輪、自在４輪、φ100～150mm程度） 

  その他：フットブレーキ付（足でブレーキのON・OFFの操作が容易にできること。） 

      名入れ加工あり 

 

 ③カゴ台車：１００台 

サイズ：Ｈ1,700mm×Ｗ850mm×Ｄ650mm 

  （有効内寸がＨ1,450mm×Ｗ800mm×Ｄ600mm程度のもの。） 

  耐荷重：500kg 

  キャスター：４輪（固定２輪、自在２輪、φ150mm程度） 

  その他：本体スチール製、床板ステンレスまたは樹脂製、名入れ加工あり 

 



④折り畳みコンテナ：１，０００個（２種類合計） 

・５０Ｌ規格：７００個 

サイズ：Ｈ340mm×Ｗ530mm×Ｄ360mm 

  （有効内寸がＨ300mm×Ｗ500mm×Ｄ330mm程度のもの。） 

耐荷重：25kg程度 

  その他：スライドロック機能フタ付、側面ラベル剥離用シボ加工有 

名入れ加工および結束バンド穴加工あり 

 

 ・３０Ｌ規格：３００個 

  サイズ：Ｈ230mm×Ｗ530mm×Ｄ360mm 

  （有効内寸がＨ200mm×Ｗ500mm×Ｄ330mm程度のもの。） 

耐荷重：10kg程度 

  その他：スライドロック機能両開きフタ付、側面ラベル剥離用シボ加工有 

名入れ加工および結束バンド穴加工あり 

 

※５０Ｌ規格と３０Ｌ規格は同仕様とし双方でスタックできること。 

結束バンド穴については、封印用として必要。 

（詳細については、現場確認の際に説明いたします。） 

 

 ⑤ネステナー（逆ネステナー・パレットラック）：１００台 

サイズ：Ｈ1,550mm×Ｗ1,500mm×Ｄ1,200mm 

  （有効内寸がＨ1,500mm×Ｗ1,250mm×Ｄ1,150mm程度のもの。1,100mm角パレットが 

収まるもの。) 

耐荷重：1,000kg 

   積載段数：２段（天地３段） 

 

２. 納  期 ２０１６年３月２５日までに納品すること。 

       ※納品および組立作業を完了させること。 

 

３．提出方法 

以下の提出物一式を２０１６年２月５日（金）１７時までに、持参もしくは郵送に  

より提出すること。 

①見積書（書式問わず） 

・各物流機器の単価および総額（消費税を除く）を記載すること。 

・納品および組み立て作業費については、上記①～⑤を個別に納品する想定のもと  

記載すること。 

・名入れ（社名）加工費については、上記②③④それぞれ記載すること。 

・その他経費がある場合は、その経費の内容を具体的に記載すること。 

 



②各機器の明細資料 

・各物流機器が上記記載の仕様に合致しているかの確認を行うため、カタログ等の  

写しやそれに準ずる資料を提出すること。 

 

３．提出先 

〒５４９－０００１  

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 航空会社北ビル４階 

株式会社関西エアポートエージェンシー 

総務部総合企画グループ 担当：山崎（やまさき）、三宅（みやけ） 

 

４．提出部数 

１部 

 

５．評価基準 

見積金額の総額で評価します。 

 

６．結果通知 

２０１６年２月８日（月）１７時までに通知いたします。 

※なお、通知後の価格交渉を行うこともあります。 

 

７．本件に関する問い合わせ先 

株式会社関西エアポートエージェンシー  

営業第二部 担当：南口（みなみぐち）、升川（ますかわ） 

TEL：０７２－４５５－４１９０   FAX：０７２－４５５－２９０７ 

E-mail：m-minamiguchi@kaakix.co.jp 、s-masukawa@kaakix.co.jp 

平日 10時00分～12時00分、13時00分～16時00分※土曜日 日曜日 祝日は除く。 

以 上 



（添付１） 

 

一般競争入札参加申込書 

 

当社は、貴社が運営する倉庫にて使用する物流機器の調達に関して、貴社にて実施される

一般競争入札による選考について、弊社は応募要件（一般条件及び特定条件）を満たして

おり、参加いたしたく申し込みを致します。 

尚、本書及び添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 

 

２０１６年  月  日 

株式会社関西エアポートエージェンシー 

代表取締役社長 安部川 信 殿 

 

 

              住  所： 

 

              会 社 名： 

 

              代表者名：                   ○印  

 



（添付 2-1） 

会社概要及び事業内容について（2016年 1月現在） 

 

会 社 名 ：                                

代表者名 ：                      

創業年月日：                      

資 本 金：                      

売上高・経常利益：            ・                

本社所在地：〒 

                                      

全社従業員数：計    名（    年   月現在） 

（内訳）役員：   名 正社員：    名 その他雇用者：    名 

 

担当部署名    ：                              

担当者（役職） ：                              

担当部署所在地 ：〒 

                                      

（電話）                                  

（E-MALE）                                

 

株主構成：※上位５者の名称（会社名または個人名）および構成比率を記載ください。 

順位 名 称 構成比率 

1        ％ 

2        ％ 

3        ％ 

4        ％ 

5        ％ 

主な関連会社：※事業規模の大きい関連会社名を記載ください。 

会社名 主な事業内容 資本金 株式保有比率 

       ％ 

       ％ 

       ％ 

       ％ 

       ％ 



（添付 2-2） 

事業内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

物流器具の販売実績：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件発注数と同等レベル以上の販売実績事例も含め具体的に記載願います。） 

以上 



大阪府泉佐野市泉州空港 1番地 

航空会社北ビル４階 

株式会社関西エアポートエージェンシー 

代表取締役社長  安部川 信 殿 

 

秘密情報に関する誓約書 

 

貴社が発注を予定する「関西国際空港内倉庫にて使用する物流機器の調達」（以下「本目的」という。）に関して、    

弊社は、貴社が弊社に開示する情報の取扱いについて、以下の条項について遵守することを誓約します。 

 

（秘密情報） 

第1条 弊社は、事前に貴社の同意を得た場合を除き、本目的に関して貴社から開示された情報のうち、貴社からの

書面により秘密である旨の指定を受け、かつその内容が書面その他の方法で特定されているもの（以下「秘

密情報」という。）を第三者に提供又は漏洩せず、また本目的以外に使用いたしません。但し、次の各号の一

に該当する場合は除きます。 

（１） 開示された時に公知であったもの、または開示後公知になったもの。 

（２） 開示に先立って弊社が知っていたもの。 

（３） 貴社の秘密情報に依拠せずに弊社が独自に開発したもの。 

（４） 弊社が第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報と同一のもの。 

（５） 法令の定めに基づき開示を強制、又は権限のある官公署によって開示を要求されたもの 

 

（秘密情報の返却） 

第2条 弊社は、貴社より要請があった場合、遅滞なく貴社より開示された秘密情報およびその複製物を返却するか

または廃棄します。 

 

（損害賠償） 

第3条 弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本秘密情報を漏洩した場合には、貴社に対する損害賠償責任を 

負い、本秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに、本秘密情報の漏洩を最小限に 

とどめるよう最善をつくすものとする。 

 

（協議解決） 

第4条 本誓約に定めない事項および本誓約の解釈につき疑義を生じた事項については、誠意をもって貴社と 

協議の上解決を図るものとします。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第5条 本誓約について貴社と訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審査の専属的合意管轄裁判所と

します。 

 

２０１６年 １月  日 

住 所 

 

氏 名 


