
 

 

令和 2 年 11 月 30 日 

トミイチ九州株式会社  

代表取締役社長 富永 泰之  

 

 

トミイチ九州㈱ 野菜加工場 に係わる 

基幹システム業務構築 一般競争入札について（公告） 

 

トミイチ九州㈱ 野菜加工場 に係る 基幹業務システム構築業務委託 

一般競争入札を以下のとおり定めたので公告します。 

 

記 

 
 

1 入札に付する工事名称  

（1） 業務委託名  トミイチ九州㈱ 野菜加工場 基幹業務システム構築業務委託 

（2） 業務委託場所 鹿児島県鹿屋市吾平町上名字鳥居 4760 番地 

（3） 工期   令和 3年 1月 31 日予定 

 

2 基幹システムの範囲 

 

(1) 方針 

1) 業務範囲の統合業務パッケージを導入(スクラッチ対応不可) 

 

(2)業務範囲 

1) 販売管理(受注～出荷・売上) 

2) 購買管理(発注～入荷・仕入) 

3) 受注発注、売上仕入同時機能 

4) 配車管理(出荷・集荷の配車) 

5) コンテナ管理(納品先、集荷先、自社在庫) 

6) 在庫・棚卸管理(材料、製品、資材等)・重量管理 

7) 製品製造管理(入荷～出荷までのトレーサビリティ) 

8) 製造原価管理(材料費、経費、労務費) 

9) FAX 送付自動機能(運送指示、納品書、請求書) 

10) 請求入金売掛管理 

11) 支払買掛管理 

12) 統計管理・BIツール(売上、仕入、利益計算書等) 

 

(2)システム動作環境・機器構成 

1) プラットフォームはクラウドを利用する 

2) 業務端末はパソコン 4台を想定 

3) ドットプリンタでスケール伝票発行 

4) スケール伝票以外はレーザプリンタで対応 

5) 運送指示、納品書、請求書は、FAX 自動送付対応 

 

 

  



 

 

 

(3) 株式会社トミイチと弊社のデータ連携を行う 

1) 株式会社トミイチのデータを取込して運用 

◇各種マスタ 

・商品、倉庫、製品構成、原価、仕入先 

◇各種データ 

・商品や材料の入荷データ、製品製造データ(トレース管理) 

※例：株式会社トミイチで製造した製品を弊社で販売 

2)弊社の各データを出力して株式会社トミイチで取込 

◇各種マスタ 

・得意先、倉庫、商品 

◇各種データ 

・在庫、製品出荷、売上データ 

・請求入金売掛、支払買掛データ 

※出力データレイアウトは、株式会社トミイチの仕様に合わせる 

 

(4)積算範囲 

1) 初期費用 

・プラットフォーム構築費 

・ソフトウェア(4台分)(パッケージ、データベース、FAX 自動送信、BI ツール) 

・クラウド使用料・運用料・機器（初期費用） 

・ドットプリンタ 1台 

・構築／導入費 

・カスタマイズ費 

・プロジェクト管理・出張費 

2) ランニング費用（60ヶ月分） 

・ライセンス保守 

・運用サポート保守 

・クラウド使用料・運用費 

※ランニング費用の支払は当業務委託完了後より 1ヶ月毎に支払いを行う。 

 

(5) 弊社が準備する機器 

1) 業務端末パソコン 

2) 業務帳票出力用レーザプリンタ(ドットプリンタは除く) 

 3) ネットワーク環境 

  4) インターネット環境(クラウド対応は除く) 

 

3 入札に参加する者に必要な資格 

(ア)営業許可を受けてから営業年数が２０年以上であること 

(イ)納品する統合業務パッケージに関して過去５年同等の実績があること 

(ウ)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人事的関係がないこと。 

(エ)会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき構成手続き再生手続開始の申立てがな

されている者（これらの手続開始の決定後に建設業法に基づく経営事項審査を受け、か

つ、厚生計画又は再生計画が許可された者を除く。）でないこと。 

(オ)本公告の日から入札参加資格確認申請の提出期限の日までの間において、鹿屋市建設工

事等有資格業者の指名停止に関する要綱等に基づく指名停止又は鹿屋市が行う契約か

らの暴力排除対策要綱に基づく入札除外措置を受けていないこと｡ 

(カ)地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 



 

 

4 落札者決定基準等 

(1) 落札者の決定方法 

(ア) 基幹業務システム構築の予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札額が最も低い者

を落札者とする。 

(イ)アにおいて、入札額が最も低い者が二者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

(ウ)落札決定の日までにおいて、指名停止に関する要綱に基づく指名停止又は暴力団排除対

策要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者については、落札者としない。 

 

5 入札参加希望の申請方法等 

(1) 本工事の入札に参加を希望する者は、令和 2 年 12 月 8 日（火）午後 5 時までに、入札参加

資格確認申請書（以下「申請書」という。）を「トミイチ九州㈱」契約担当者まで提出しなけ

ればならない。なお、上記日時までに申請書及び下記申請関係書類を提出した者で、入札参

加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。 

(ア) 納入実績表 

※(ア)の様式については任意とする。 

※郵送による提出の場合は当日の到着まで有効とする。 

 

(2) 申請関係書類の受付期間 

午前 8時 30 分から午後 5時まで（正午から午後 1時までの時間を除く。） 

 

(3) 提出先 

〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名 4760 番地 3 トミイチ九州株式会社 

TEL：0994－58－6111 

FAX：0994－58－6112 

トミイチ九州株式会社 代表取締役社長 富永 泰之 

 

(4) 申請関係書類の提出部数 

各 1部 

 

(5) その他 

（ア）申請書及び申請関係書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

（イ）提出された申請及び申請関係書類は、返却しない。 

（ウ）申請書の様式はトミイチ九州株式会社 神田宛てに Email にて申し込み入手すること。

メールアドレス ake-kanda@tomiichi.co.jp 
（エ）申請書及び申請関係書類において、虚偽の記載又は著しく不適切な記載がある場合は、

本工事の入札に参加することができない。 

 

6 入札参加資格の審査及び通知等 

入札参加資格は、提出された申請書及び申請関係書類により審査し、その結果は令和 2年 12

月 9 日（水）までに書面により通知する。 

 

7 質疑応答 

 

（1） 2 における範囲に関して質問がある場合には、質問事項を記載した質疑応答書を Email で

提出しなければならない。 

(ア)受付時間 随時 

(イ)受付「18問い合わせ先」に揚げるトミイチ九州株式会社の Email アドレスまで 

(ウ)その他 基幹システムの関する質疑応答書の様式は任意とする。（エクセルデータ等） 



 

 

 

（2） (1)に対する回答は、随時 Email にて返信する。 

 

8 現場説明会 

実施しない。 

 

9 入札の方法 

(1) 入札書は、10に揚げる日時及び場所に直接持参し、又は前日までに封印して郵送で、入札執

行者に提出すること。 

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を

加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札

書に記載すること。 

(3) 入札失効回数は、3回とする。 

 

10 入札の日時及び場所 

(1) 日時 令和 2年 12月 14 日（月）午前 11 時 

(2) 場所 トミイチ九州㈱ 会議室 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金は、免除とする。 

 

13 最低制限価格 

設定しない。 

 

14 低入札調査基準価格 

設定しない。 

 

15 開札の日時 

  令和 2年 12 月 14 日（月）午前 11時（※入札後ただちに開札） 

 

16 入札の無効等 

(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(ｱ) 入札に参加する資格にない者及び申請書に虚偽の記載をした者の入札 

(ｲ) 委任状を持参しない代理人の入札 

(ｳ) 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札 

(ｴ) 2 以上の入札書（他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む）による入札 

(ｵ) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

(ｶ) 入札金額以外の記載事項について訂正し訂正事項に訂正印のない入札書による入札 

(ｷ) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入

札 

(ｸ) 明らかに談合によると認められる入札 

(ｹ) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。 

 

(3) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

 



 

 

(4) 郵送による入札書を提出する場合は 3 通の入札書を封入した封筒に回数を記載して提出する

こと。 

 

17 入札又は開札の延期 

やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札又は開札を延期

することがあり、この場合、入札参加資格者には別途通知する。 

 

18 問い合わせ先 

〒893-1101 

鹿児島市鹿屋市吾平町上名 4760-3 

トミイチ九州株式会社 

担当者 石川 康之 

電話：(0994)58-6111 

FAX：(0994)58-6112 

Email アドレス y-ishikawa@tomiichi.co.jp 

 


