入 札 公 告
一般競争入札（制限付）を実施するので、次のとおり公告する。
平成 27 年 9 月 17 日
社会福祉法人
理事長

郁青会

秋山

正史

１入札に付する事項
（１） 件名

特別養護老人ホームサンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
介護用ベッド及び医務・介護用品等の購入

（２）納入物品

介護用ベッド及び医務・介護用品等一式（入札仕様書による）

（３）納入期限

平成 27 年 11 月 25 日（水）

（４）納入場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸 1588－7
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）

２入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
（１）介護用ベッド及び医務・介護用品等を取り扱い請け負うことができる業者であること。
（２）岡山県内又は倉敷市に本社または営業所があること。
（３）岡山県又は倉敷市の発注する物品販売・役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争
入札に参加する資格を有していること。
（４）国・都道府県・市町村区から指名停止を受けている期間中でないこと。
（５）会社更生法または、民事再生の規定による更正手続開始の申し立てまたは、再生手続
き開始の申し立てをしていない者であること。
（６）設置工事（2 次側）を伴う物品については、落札者の責任で行うこと。
（６）岡山県内の高齢者福祉施設に納入実績があること
３入札手続き等
（１）受付場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－１
「特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム内」
TEL 086-429-3336

FAX086-429-1230

法人本部

（２）入札参加資格確認申請書の交付期間および場所
交付期間：平成 27 年 9 月 1７日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月） 12：00 まで
交付場所：前記（１）または、当法人 ホームページ（http://www.fukujyu.or.jp）
SB 入札関係様式にてダウンロードして下さい。
（３）入札参加資格確認申請書の提出期間、場所および方法
提出期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月）まで
事前連絡の上、法人本部に持参して下さい。
（午前 9：00～午後 5:00 まで）
提出場所

前記（１）

提出書類

①入札参加資格確認申請書

1部

②本社（営業所）の所在地が証明できるもの
③納入実績等がわかるもの
４入札参加確認通知
（１）入札参加資格確認申請書の提出者に対し、平成 27 年 9 月 30 日（水）までに入札参
加資格の審査を行い、結果を通知します。（電話連絡の後、原本を郵送又は持参いた
します。）
５入札日時

平成 27 年 10 月 5 日（月）午前 10：00 から
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム

１F 会議室にて

※欠席・遅刻の場合、今回の入札は棄権とみなします。
６その他
（１）入札保証金は免除する。
（２）契約は、社会福祉法人 郁青会 経理規程による。
（３）入札参加資格の無い者のした入札、申請者及び資料に虚偽の記載をした者の入札は無
効とする。
（４）落札者の決定は、予定価格の制限（上限）の範囲内での最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
（５）

本件の問合せ先は、以下の通り
岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－３
社会福祉法人

郁青会

TEL 086-429-3336

法人担当：やなぎ
FAX 086-429-1230

入 札 仕 様 書
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
介護用ベッド及び医務・介護用品等の購入

品名・品番・数量
パラマウントベット株式会社
１．電動リモートコントロールベッド・キャスター付（KA-33401P）×30台
２. ベッドサイドレール（KS-161G）×30組
３. スイングアーム介助バー（KS-096AG）×15個
４. トランスファー ストレッチャー（KK-728）×1台
５. メディカルカート（KY-40QR）×1台

以上

入 札 公 告
一般競争入札（制限付）を実施するので、次のとおり公告する。
平成 27 年 9 月 17 日
社会福祉法人
理事長

郁青会

秋山

正史

１入札に付する事項
（１） 件名

特別養護老人ホームサンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
洗濯機・乾燥機（業務用）の購入

（２）納入物品

洗濯機・乾燥機（業務用）一式（入札仕様書による）

（３）納入期限

平成 27 年 11 月 25 日（水）

（４）納入場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸 1588－7
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）

２入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
（１）洗濯機・乾燥機（業務用）を取り扱い請け負うことができる業者であること。
（２）岡山県内又は倉敷市に本社または営業所があること。
（３）岡山県又は倉敷市の発注する物品販売・役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争
入札に参加する資格を有していること。
（４）国・都道府県・市町村区から指名停止を受けている期間中でないこと。
（５）会社更生法または、民事再生の規定による更正手続開始の申し立てまたは、再生手続
き開始の申し立てをしていない者であること。
（６）設置工事（2 次側）を伴う工事については、落札者の責任で行うこと。
（７）岡山県内の高齢者福祉施設に納入実績があること
３入札手続き等
（１）受付場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－１
「特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム内」
TEL 086-429-3336

FAX086-429-1230

法人本部

（２）入札参加資格確認申請書の交付期間および場所
交付期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月） 12：00 まで
交付場所：前記（１）または、当法人 ホームページ（http://www.fukujyu.or.jp）
SB 入札関係様式にてダウンロードして下さい。
（３）入札参加資格確認申請書の提出期間、場所および方法
提出期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月）まで
事前連絡の上、法人本部に持参して下さい。
（午前 9：00～午後 5:00 まで）
提出場所

前記（１）

提出書類

①入札参加資格確認申請書

1部

②本社（営業所）の所在地が証明できるもの
③納入実績等がわかるもの
４入札参加確認通知
（１）入札参加資格確認申請書の提出者に対し、平成 27 年 9 月 30 日（水）までに入札参
加資格の審査を行い、結果を通知します。（電話連絡の後、原本を郵送又は持参いた
します。）
５入札日時

平成 27 年 10 月 5 日（月）午前 10：30 から
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム

１F 会議室にて

※欠席・遅刻の場合、今回の入札は棄権とみなします。
６その他
（１）入札保証金は免除する。
（２）契約は、社会福祉法人 郁青会 経理規程による。
（３）入札参加資格の無い者のした入札、申請者及び資料に虚偽の記載をした者の入札は無
効とする。
（４）落札者の決定は、予定価格の制限（上限）の範囲内での最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
（５）

本件の問合せ先は、以下の通り
岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－３
社会福祉法人

郁青会

TEL 086-429-3336

法人担当：やなぎ
FAX 086-429-1230

入 札 仕 様 書
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
洗濯機・乾燥機（業務用）の購入

品名・品番・数量
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
１．脱水洗濯機（電気仕様）20キロ（W5180N・20K）×1台
２. 回転式乾燥機（ガス仕様）16キロ×2（T5300S）×1台

以上

入 札 公 告
一般競争入札（制限付）を実施するので、次のとおり公告する。
平成 27 年 9 月 17 日
社会福祉法人
理事長

郁青会

秋山

正史

１入札に付する事項
（１） 件名

特別養護老人ホームサンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
什器・家具の購入

（２）納入物品

什器・家具一式（入札仕様書による）

（３）納入期限

平成 27 年 11 月 25 日（水）

（４）納入場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸 1588－7
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）

２入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
（１）什器・家具を取り扱い請け負うことができる業者であること。
（２）岡山県内又は倉敷市に本社または営業所があること。
（３）岡山県又は倉敷市の発注する物品販売・役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争
入札に参加する資格を有していること。
（４）国・都道府県・市町村区から指名停止を受けている期間中でないこと。
（５）会社更生法または、民事再生の規定による更正手続開始の申し立てまたは、再生手続
き開始の申し立てをしていない者であること。
（６）設置工事（2 次側）を伴う工事については、落札者の責任で行うこと。
（７）岡山県内の高齢者福祉施設に納入実績があること
３入札手続き等
（１）受付場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－１
「特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム内」
TEL 086-429-3336

FAX086-429-1230

法人本部

（２）入札参加資格確認申請書の交付期間および場所
交付期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月） 12：00 まで
交付場所：前記（１）または、当法人 ホームページ（http://www.fukujyu.or.jp）
SB 入札関係様式にてダウンロードして下さい。
（３）入札参加資格確認申請書の提出期間、場所および方法
提出期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月）まで
事前連絡の上、法人本部に持参して下さい。
（午前 9：00～午後 5:00 まで）
提出場所

前記（１）

提出書類

①入札参加資格確認申請書

1部

②本社（営業所）の所在地が証明できるもの
③納入実績等がわかるもの
４入札参加確認通知
（１）入札参加資格確認申請書の提出者に対し、平成 27 年 9 月 30 日（水）までに入札参
加資格の審査を行い、結果を通知します。（電話連絡の後、原本を郵送又は持参いた
します。）
５入札日時

平成 27 年 10 月 5 日（月）午前 1１：00 から
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム

１F 会議室にて

※欠席・遅刻の場合、今回の入札は棄権とみなします。
６その他
（１）入札保証金は免除する。
（２）契約は、社会福祉法人 郁青会 経理規程による。
（３）入札参加資格の無い者のした入札、申請者及び資料に虚偽の記載をした者の入札は無
効とする。
（４）落札者の決定は、予定価格の制限（上限）の範囲内での最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
（５）

本件の問合せ先は、以下の通り
岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－３
社会福祉法人

郁青会

TEL 086-429-3336

法人担当：やなぎ
FAX 086-429-1230

入 札 仕 様 書
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
什器・家具の購入

品名・品番・数量
１．椅子（LISCA・W550・Aランク）×20脚
２. 椅子（W190-41K7・Aランク）×10脚
３．テーブル

天板＋脚

４．反り止め金具

3N-1500W,

（T15,

反り止め金具×6個

５．3人掛・ソファー

（SKレオ D22

3P）×3

６．2人掛・ソファー

（SKレオ D22

2P）×3

７．チェスト

（A-39 SKマインⅡ）×30

８．テーブル

（C-9 快適生活

９．椅子

（リピース

１０．片袖デスク

１３．椅子（袖付）

DB）×3

2N・Aランク）×12脚

（LCS-107WW）×3

１１．椅子（袖なし）
１２．片袖デスク

（CHI-1）×3

（LCS-127WW）×2
（BTK-550NAF）×2

１４．引違い書庫（ガラス・上棚）
１５．引違い書庫（スチール・下棚）
１６．書庫ベース

900D-MB1N）×6

（G-33SG）×3
（G-33SS×3

（33B）×3

１７．1人掛・応接ソファー

（プリーダ

ブラックアームチェア13279）×2

１８・2人掛・応接ソファー

（プリーダ

ブラックアームチェア13280）×1

１９．センターテーブル

（CTR-1245・16527）×1

２０．軽量ラック（W1500） （L-5745-6）×2
２１．軽量ラック（W1200） （L-4745-6）×1
２２．軽量ラック

（L-4745-6）×2

２３．軽量ラック

（L-6745-6）×1

２４．軽量ラック

（L-6760-6）×1

２５．職員ロッカー（8人）

（SLKW-8）×3

以上

入 札 公 告
一般競争入札（制限付）を実施するので、次のとおり公告する。
平成 27 年 9 月 17 日
社会福祉法人
理事長

郁青会

秋山

正史

１入札に付する事項
（１） 件名

特別養護老人ホームサンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
家電製品の購入

（２）納入物品

家電製品一式（入札仕様書による）

（３）納入期限

平成 27 年 11 月 25 日（水）

（４）納入場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸 1588－7
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）

２入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
（１）家電製品を取り扱い請け負うことができる業者であること。
（２）岡山県内又は倉敷市に本社または営業所があること。
（３）岡山県又は倉敷市の発注する物品販売・役務の提供に係る一般競争入札及び指名競争
入札に参加する資格を有していること。
（４）国・都道府県・市町村区から指名停止を受けている期間中でないこと。
（５）会社更生法または、民事再生の規定による更正手続開始の申し立てまたは、再生手続
き開始の申し立てをしていない者であること。
（６）設置工事（2 次側）を伴う物品については、落札者の責任で行うこと。
（７）岡山県内の高齢者福祉施設に納入実績があること
３入札手続き等
（１）受付場所

岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－１
「特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム内」
TEL 086-429-3336

FAX086-429-1230

法人本部

（２）入札参加資格確認申請書の交付期間および場所
交付期間：平成 27 年 9 月 17 日（木）から平成 27 年 9 月 28 日（月）12：00 まで
交付場所：前記（１）または、当法人 ホームページ（http://www.fukujyu.or.jp）
SB 入札関係様式にてダウンロードして下さい。
（３）入札参加資格確認申請書の提出期間、場所および方法
提出期間：平成 27 年 9 月 15 日（火）から平成 27 年 9 月 28 日（月）まで
事前連絡の上、法人本部に持参して下さい。
（午前 9：00～午後 5:00 まで）
提出場所

前記（１）

提出書類

①入札参加資格確認申請書

1部

②本社（営業所）の所在地が証明できるもの
③納入実績等がわかるもの
４入札参加確認通知
（１）入札参加資格確認申請書の提出者に対し、平成 27 年 9 月 30 日（水）までに入札参
加資格の審査を行い、結果を通知します。（電話連絡の後、原本を郵送又は持参いた
します。）
５入札日時

平成 27 年 10 月 5 日（月）午前 1１：30 から
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム

１F 会議室にて

※欠席・遅刻の場合、今回の入札は棄権とみなします。
６その他
（１）入札保証金は免除する。
（２）契約は、社会福祉法人 郁青会 経理規程による。
（３）入札参加資格の無い者のした入札、申請者及び資料に虚偽の記載をした者の入札は無
効とする。
（４）落札者の決定は、予定価格の制限（上限）の範囲内での最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とする。
（５）

本件の問合せ先は、以下の通り
岡山県倉敷市藤戸町藤戸１５８５－３
社会福祉法人

郁青会

TEL 086-429-3336

法人担当：やなぎ
FAX 086-429-1230

入 札 仕 様 書
特別養護老人ホーム サンバードナーシングホーム（ユニット型）増築に伴う
家電製品の購入

＜品名・品番・数量＞
１．冷蔵庫・335L（三菱 MR-C34Y）×1台
２. 冷蔵庫・500L（三菱 MR-JX53Y）×3台
３．オーブンレンジ（26～30L）
４．IHジャー炊飯器（1升炊）
５．ポット（4L）
６．ホットプレート

（パナソニック NE-BS802）×3台

（パナソニック SR-HB184）×3台

（象印 CDWN40）×4個
（象印 EA-GP35）×6台

７．テレビ（40型・液晶）

（ソニーブラビア KJ-40W700C）×3台

８．テレビ台

AS950GB ）×3台

（朝日木材

９．ブルーレイレコーダー

（ソニー

１０．洗濯機（9～10K）（日立
１１．洗濯機（7K）
（日立
１２．乾燥機（5.5K）
１３．ユニット台

BW-10WV）×3台

BW-7WV）×3台

（日立

（日立

BDZ-EW520）×3台

DEN55FX）×3台

DPSP31）×3台

１４．掃除機 （パナソニック MCPKL16A）×7台
１５．掃除機（業務用）
（パナソニックMCG4000PS）×1台
１６．デジタルカメラ

（キャノンIXY150S）×3台

以上

