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お 知 ら せ 

  2016年 10月 6日 

 

今般、当社におきまして、以下のとおり、旅客向け表示システム（FIS）更新工事（その１）

の発注を予定しており、この工事を実施していただく方を競争見積方式により決定いたします。 

この競争見積に参加していただく方（競争参加招請者）を、この競争に参加を希望される応

募者の中から選定いたします。 

つきましては、下記要領により競争参加者の募集を行います。 

 

※当社は 1998年 5月の会社設立以来、「大型公共事業への参加機会等に関する我が国政府の追加 

的措置について」（1991年 7月閣議了解）に基づいて施設等の調達を行ってきました。 

2005年 2月の開港（プロジェクト終了）以降につきましてもその精神を引き継ぎ、当社ＨＰ 

において調達情報を公開しております。 

 

記 

 

1．発注案件の概要 

(1)件名 

旅客向け表示システム（FIS）更新工事（その１） 

(2)システムの導入および機器設置場所 

愛知県常滑市セントレア（中部国際空港島内各所） 

(3)調達実施内容 

・旅客向け表示システム（FIS）の更新に伴う設計から施工、撤去までのすべての工事 

・現システムから更新後システムへの移行に係る設計開発から移行完了まで 

(4)履行期限 

契約締結日から２０１８年３月３１日までに完了させること。 

 

2．発注手続き 

   公募による指名競争方式 

 

3．応募資格 

競争参加招請者として選定される為には、単体企業として、以下の条件を全て満たす必要

があります。 

(1)特定条件 

①日本国内空港のうち、空港法第４条第１項各号に掲げる空港（成田国際空港、東京 

国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港並びに国際航空輸送網および 

国内航空輸送網の拠点となる空港）において、フライト表示システムの設計、開発、 

施工、導入、保守の実績があること。 

②システムおよび機器に障害が発生した場合に、概ね２時間以内に愛知県常滑市セント 

レアへ技術者を派遣できる体制を有していること。 

③上記①項に定めるシステム工事の施工経験を有する者を監理技術者として専任で配置 

できること。 
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(2)一般条件 

①成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

②当社から競争参加制限の措置を受けている期間中の者でないこと。 

③会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされているもの

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立がなされている者

でないこと。 

 

4．応募方法 

(1)競争参加応募用紙及び暫定仕様書等の入手方法 

競争参加応募用紙・暫定仕様書および本件に関する応募書類につきましては希望者

に郵送または電子メールにて送付します。（当社窓口では、閲覧・配布しません。） 

       応募書類等の入手を希望される方は、電子メールまたはＦＡＸにより、下記の 

    コンタクトポイントまで申し込んで下さい。（訪問・電話等による申し込みは受け付 

けません。） 

       申し込み様式は任意としますが、必ず「旅客向け表示システム（FIS）更新工事（そ

の１） 応募書類希望」 

と明記（電子メールの場合は件名にも記載）の上、会社名・担当者名・住所・電話 

番号・ＦＡＸ番号・電子メールアドレス・送付方法（郵送または電子メール）を記 

入して下さい。 

(2)応募の受付け期間 

２０１６年１０月６日（木）から応募書類の提出期限まで。 

平日 9:00～12:00、13:00～17:00 において受け付けます。 

なお、土曜日、日曜日及び祝祭日は取り扱いません。 

(3)応募手続きに用いる言語・通貨および単位 

日本語・日本国通貨・日本の標準時および計量法（平成 4年法律第 51条） 

(4)関係法規 

日本国内の関連法規・条例 

(5)本件に関する窓口（コンタクトポイント） 

中部国際空港株式会社 調達室 

TEL 0569-38-7778   FAX 0569-38-7855 

E-mail: cjiac-procurement@cjiac.co.jp 

〒479-8701愛知県常滑市セントレア一丁目 1番地 

第 1セントレアビル６階 

 

5．応募書類の提出期限 

    ２０１６年１０月２０日（木）１７：００まで（郵送の場合は当社到着分） 

 

6．競争参加招請者の決定等 

(1)参加招請者の決定 

①応募資格を満たし、不誠実な行為の有無、法律上必要とされる資格、履行実績、 

技術的能力について、当社が適当であると判断した応募者は、競争参加招請者 

として選定されます。 
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       ②応募資格を満たしていても、当社が資力・信用の状態において、不適当と判断 

した方については、競争参加招請者として選定しないことがあります。 

          ③応募資格を満たしていても、当社が過去に発注した案件における評価によっては、

競争参加招請者として選定しないことがあります。 

④競争参加者として招請した方についても、破産または会社更生若しくは民事再 

 生の申し立てがあった場合は、その方に対する招請を取り消します。 

(2)通知の時期及び方法 

競争参加招請者として選定された方については、「5．応募書類の提出期限」から 

概ね２週間以内に、当社から「見積依頼書」・「見積説明書」・「仕様書」等を送付し、

その送付をもって、競争参加招請通知といたします。 

なお、応募者が当社に提出した一切の書類は返却されませんので、予めご承知お 

き願います。 

 

7．見積書等の提出 

（1）仕様説明会、現場説明会 

  6.(2)の通知日より起算して概ね 1週間程度の期間内（後日通知）までに、仕様説明 

  会と現場説明会の実施を予定しております。 

 (2) 質疑応答 

仕様書に関する質疑応答は、6．(2)の通知日より起算して概ね２週間程度の期間内（後

日通知）までに電子メール（日本語）で行うこととします。 

 (3)ＶＥ提案 

競争参加招請者が仕様書に関する質問の回答を受けた後、ＶＥ提案（当社案に対 

する代案）を 6．(2)の通知日より起算して概ね７週間程度の期間内（後日通知）まで

に 4．(5)で受け付けます。提出されたＶＥ提案については、当社で評価し、その採否

を決定します。 

(4)技術提案書、見積書の提出期限 

競争参加招請者には、6．(2)の通知日より起算して概ね７週間の期間で、技術提案書、 

見積書および見積内訳書を提出していただきます。（提出期限は改めて通知します。） 

 

8．契約相手の決定方法等 

(1)契約相手の決定方法 

8.(2)に示す総合評価の方法によって、契約交渉の相手方を決定します。その後、単

価、契約金額、その他の契約条件について交渉し、合意すれば契約の相手方とします。

なお、合意に達しない場合は、評価が次に優れた競争参加招請者と交渉します。 

   (2)総合評価の方法 

次の各要件に全て該当する競争参加招請者のうち、下記に示した式により算出した得

点（以下「価格点」という。）及び採用したＶＥ提案および技術提案に対する得点（以

下「技術点」という。）の総合得点（以下「評価点」という。）が最も高い者を契約交

渉の相手方とします。 

尚、最低見積金額、見積金額共、採用されたＶＥ提案の縮減額を反映した金額とし、

以下の条件に満たしているものとする。 

・見積金額が契約制限価格以下であること。 

・提案された性能、機能、技術等が、別表「評価項目と評価方法」で明らかにした必 

須の評価項目で最低限の要求要件を全て満たしていること。 
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価格点については、次の算式により算出した数値とし、小数第３位を切り捨てます。

見積金額及び契約制限価格は消費税を除いた額とします。 

 

価格点＝１００×最低見積金額／見積金額 

       ※最低見積金額：全ての競争参加招請者の提示した見積金額（採用 

されたＶＥ提案金額反映後）のうち、最安値の金額をいう。 

見積金額：競争参加招請者の提示した見積金額（採用されたＶＥ提 

案金額反映後）をいう。 

 

また、別表「評価項目と評価方法」に基づき、ＶＥ提案と技術提案書を審査の上、技

術点（最大１００点）を与えます。 

 

   (3)結果の通知等 

契約相手が決定した後、インターネットの当社ホームページにて、契約相手名を 

公表します。 

 

9．失格条件 

(1)提出書類に虚偽の記載のある者 

(2)提出期限内に提出されなかった者 

(3)評価結果に影響を与えるよう工作が行われた者 

(4)所定の方法以外で、関係者に直接・間接を問わず質疑若しくは指導を求めた者 

   (5)暴力団関係者叉はその他反社会的暴力活動を行う団体の関係者及びそれらの者と 

親交のある者と判明した者、叉はその疑いが認められた者 

なお、当社では調達の基本方針として「法令等の遵守」を掲げており、調達手続に 

おいて不透明な働きかけや不正な手続きが認められる場合、これを排除するべく必要

な措置を講じます。 

 

10．不正な共同行為に関する提供情報への対応 

    競争参加者間で事前に不正な取り決めが行われている等の情報が当社に寄せられ、その

情報が見積合わせの結果と一致した場合等、当社が不正の事実があったと疑うに足りる

十分な理由があると判断した場合等については、原則として、契約相手の選定手続きを

一旦中止し、発注方法等を変更した上で、契約相手を選定します。 

 

11．その他 

(1)請負者は当社の環境方針を十分理解し、工事施工に関する環境対策を実施するものと

します。 

(2)応募に必要な費用、見積書、技術資料の作成、提出及び説明に関する一切の費用は応

募者（競争参加招請者）の負担とします。 
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【Ｓｕｍｍａｒｙ】 

(1)Subject matter of the procurement 

     Renewal work of flight information system 

(2)Application Period 

From 9:00 A.M. of October 6, 2016 to 5:00 P.M. of October 20, 2016 

(3)Location of Issuance and Acceptance of Application Form 

Procurement Group 

Central Japan International Airport Co.,Ltd. 

1-1, CENTRAIR, TOKONAME, AICHI, 479-8701 JAPAN 

Phone 81-569-38-7778   Facsimile 81-569-38-7855 

E-mail: cjiac-procurement@cjiac.co.jp 

以上 

mailto:cjiac-procurement@cjiac.co.jp


評価項目と評価方法

1

○ 満足している

―

× 満足していない

2

○ 20 単独での経験あり

△ 10 監理技術者補佐の経験があり

× 0 全く経験なし

3

○ 5 品質管理体制だけでなく、品質向上に対する取り組み姿勢が明示されている

× 0 品質管理体制のみが明示されている

4

○ 20 当社の想定を上回るリスクを定義されており、リスクヘッジ策が明示されている

△ 5 当社で想定できる全てのリスクが定義されており、リスクヘッジ策が明示されている

× 0 当社の想定を下回るリスクが定義されており、リスクヘッジ策が明示されている

5

○ 5 有り（第3者による導入証明あり）

―

× 0 無しまたは第3者による導入証明なし

6

○ 10 RFPに記載された機器交換課題を全ての解決できる仕組・方法となっている

△ 5 RFPに記載された機器交換課題を2/3解決できる仕組・方法となっている

× 0 RFPに記載された機器交換課題が2/3未満の提案である

7

○ 10 24時間/365日の運用受付窓口体制が整っているかつ、修理受付日の翌日から起算して2日以内に交換完了できる

× 0 24時間/365日の運用受付窓口体制および修理受付日の翌日から起算して2日以内の交換完了ができない

8

○ 10 必要最低限の言語(日英中(簡体・繁体）韓)およびそれ以外の言語を表示できる機能を有する

× 0 必要最低限の言語(日英中(簡体・繁体）韓)しか表示できず、多言語の追加は改修が必要

9

○ 20 VE提案が内容、コストの両面で採用したい提案である、およびシステム拡張提案が具体的に考えられており、契約したいと思うベンダーである

△ 10 VE提案が内容、コストの両面で採用したい提案である、もしくはシステム拡張提案が具体的に考えられており、契約しても良いと思うベンダーである

× 0 VE提案とシステム拡張提案いずれの内容も契約したいと思わないベンダーである

VE + システム拡張提案　我々が今後実現したいサービス（機能）を共に考えるに相応しい能力を有するベンダーであること

評価
基準

拡張性　多言語表示機能の拡張が容易か？

評価
基準

保守サービス⑦スポット修理対応の受付体制が中部空港の運用状況に適しているか

評価
基準

保守サービス⑥端末交換手順は簡単か

評価
基準

品質管理④他空港における納入システム稼働実績有無

評価
基準

品質管理③想定される各フェーズ毎における移行リスクを定義しリスクヘッジ策が明示されているか

評価
基準

品質管理②品質向上に対する取り組み内容が品質管理体制と共に明示されているか

評価
基準

品質管理①監理技術者に国内他空港でのFIS更新経験があるか

評価
基準

【必須】要求仕様チェックリストに基づき、全ての項目を「満足する」ことができる

評価
基準


