公益財団法人東京都農林水産振興財団 入札情報
【公表】

整理番号

12

契約番号

3農振財契第153号

件名

グラップル付きクレーントラックの売払い

車両引渡場所 東京都青梅市新町6-8-8 公益財団法人東京都農林水産振興財団 貯木場

概要

グラップル付クレーントラック

1台

（詳細は別紙仕様書のとおり）

車両引渡期限 令和3年6月30日(水)
入札方式

希望制指名競争入札

希望申出要件 ①又は②のいずれかの要件を満たす者で、本件仕様に対応可能な者
①東京都における令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で、いずれかの営業種目に格付けさ
れている者であること（営業種目は問わない）
②当財団又は官公庁等において同様の業務について契約実績を有する者
格付

問わない

仕様説明会

実施しない

入札予定日時 令和3年5月28日（金） 午前10時30分
入札予定場所 公益財団法人東京都農林水産振興財団立川庁舎 セミナー室（東京都立川市富士見町3-8-1）
希望申出期間

令和3年5月12日（水）から令和3年5月19日（水）まで
午前10時から午後4時まで（正午から午後１時までは除く。）（郵送「可」、但し期間内必着）

希望申出場所

〒190-0013 東京都立川市富士見町3－8－1
公益財団法人東京都農林水産振興財団 管理課 契約担当

希望申出時の
(1） 希望票 〔様式あり〕 （必要事項を記入・押印）
提出書類
(2) 会社概要・実績一覧表〔様式あり〕 （必要事項を記入）
(3) ○希望申出要件①に該当する場合は、
(1)から(3)までを
提出してくださ
い。

東京都の「令和3・4年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」の写し
及び「令和3・4年度競争入札参加資格審査結果通知書（物品等）」の写し
○希望申出要件②に該当する場合は、
契約実績を証明するものの写し（契約書・請書の写しなど）

備考

(1) 指名停止等業者については、東京都に準じて取り扱うものとします。
(2) 指名業者の選定については、当財団入札参加業者選定基準によるものとします。
(3) 希望票の提出があっても、必ずしも指名されるとは限りません。
(4) 指名通知は、指名した方のみに対して入札予定日の5日前までに行う予定です。
(5) 申込書類に不備がある場合、失格になることがあります。
(6) 関係する会社に該当する場合（親会社と子会社の関係にある場合、親会社を同じくする
子会社同士の関係にある場合、役員の兼任等がある場合）には、同一入札に参加する
ことができません。
(7) 入札結果（落札業者名、落札金額等）については後日公表します。予めご了承ください。

公益財団法人東京都農林水産振興財団 管理課
入札に関する
住所 東京都立川市富士見町3-8-1
問い合わせ先
電話 042-528-0721 FAX 042-522-5397

【担当】 上原

公益財団法人東京都農林水産振興財団 森の事業課 花粉対策室 【担当】 村磯
仕様内容に関
する問い合わ 住所 東京都青梅市河辺町6-4-1 青梅合同庁舎内
せ先
電話 0428-20-8134

グラップル付きクレーントラックの売払い仕様書

この仕様書は、公益財団法人東京都農林水産振興財団（以下「財団」という。
）が行う下
記車両の売払いについて定める。
１

売払物品
グラップル付クレーントラック １台

２

売払車両概要

登録番号

八王子１００は１７７０

車体の形状

キャブオーバー

車名

三菱

用途

貨物（自家用）

車台番号

FK72FZ－720152

型式

PDG－FK72FZ

原動機の型式

6M60

初年登録年月

平成 20 年 2 月

車体寸法

長さ 771 ㎝、幅 235 ㎝、高さ 355 ㎝

乗車定員

2人

走行距離

132,700 ㎞(令和 3 年 1 月 29 日現在)
以降、走行していません。

排気量

7.54L

燃料の種類

軽油

変速機

Ｆ６

エアコン

有

自動車車検証有効期限

令和 4 年 2 月 27 日

リサイクル料金

預託済（シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロ
ン類料金、情報管理料金）別紙１のとおり

車両の状況

・経年や使用による汚れ、傷、へこみ、色あせ、錆などがあ
ります。
・
「
（財）東京都農林水産振興財団」、
「平成 19 年度林業・木
材産業構造改革事業」の文字書きがあります。

架装内容

（１） （1）木製煽平ﾎﾞﾃﾞｰ、
（2）鳥居枠中柱、
（3）鳥居補強ﾀﾞﾙﾏ型、
（4）鳥居横ｻﾝｱﾝｸﾞﾙ、
（5）鳥居前立鉄板張、
（6）鳥居前立上
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部ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ張、
（7）鳥居枕木、
（8）鳥居ﾛｰﾌﾟﾌｯｸ、
（9）床枠、
（10）床枠ﾛｰﾌﾟ滑り丸棒、
（11）床枠ﾛｰﾌﾟﾌｯｸ太物、
（12）丸
太受けｽﾃｯｷ２組、（13）丸太受けｶﾞｲﾄﾞ及び取付一式、（14）
縦根太指定型、
（15）横根太ｱﾋﾟﾄﾝ材増設、
（16）横根太ﾁｬﾝﾈ
ﾙ補強抱合材、
（17）ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰ角ﾊﾟｲﾌﾟ 2 段、
（18）ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝ
ﾊﾟｰｸﾚｰﾝ用改造、
（19）ﾘｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ標準（強化型）
、
（20）ﾄｰﾝﾀﾝ
ｸ交換 200ℓ、（21）ﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃﾝﾚｽ製標準型、
（22）ｼｬｼﾌﾚｰﾑ
延長、
（23）ﾌﾚｰﾑ側面物入、（24）工具箱ｽﾃﾝﾚｽ（大）
、
（25）
泥除ｺﾞﾑｽﾃｰ付１対、(26)NO ﾌﾟﾚｰﾄ移設、(27)車輪止 2 ケ収
納付、(28)車幅灯１対、(29)車幅灯別ｽｲｯﾁ、(30)作業灯固定
式１ケ、(31)作業灯別ｽｲｯﾁ、(32)後部反射板、(33)ｷｬﾌﾞ塗装
グラップル、クレーン

・グラップル：ユニックエプシロン FG36
・クレーン：ユニックエプシロン E75Z72S
・全旋回ローテータ―：GV-12-２
・オイルクーラー：24V サーモスタット付

最大積載量

グラップル取付後の積載量は 6.0~6.5ｔ

付属品

・タイヤチェーン
・タイヤチェーン収納箱（固定装着）
・助手席サンバイザー
・ラバーフロアマット（ゴム製）
・助手席側サイドミラー自動格納
・助手席補助ミラー（サイドミラーの下部に装着）
・ドアバイザー（運転席、助手席）

その他

・PTO 付車両（２５㎏―ｍ以上）
・アクセルコントロール装備車
・塗装色：白
・文字書き：黒
・令和 2 年 12 月 3 日にバッテリー交換済

３

車両引渡期限
令和 3 年 6 月 30 日(水)

４

車両引渡場所
東京都青梅市新町六丁目８番８号
（公財）東京都農林水産振興財団貯木場
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５

売払い条件
(１) 契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を上乗せした金額にリサイクル料金
（11,010 円）を加えた額とし、契約締結後、財団が発行する請求書に基づき一括で支払
うこと。
(２) 契約後、速やかに落札者が移転登録等の手続（車両引渡し前に自動車検査証の「財
団法人東京都農林水産振興財団」の登録を抹消又は登録識別情報等通知書の「財団法人
東京都農林水産振興財団」を変更）して登録識別情報等通知書の写しを財団担当者に提
出すること。
(３) 上記（２）に係る一切の費用（リサイクル料金未預託部分等含む）や自動車取得税
等の諸税は落札者が負担すること。
(４) 財団が指定する場所において、引渡期限までに売払車両を引取ること。売払物品の
搬送については、落札者の責任のもとで行い、搬送等に係る手続き及び費用（保険等
含む。
）については、落札者が負担すること。
(５) 売払車両は現状渡しとし、財団は、売払車両の瑕疵担保責任を負わないものとする。
また、引渡後の売払物品の不調・故障に関する一切の担保責任を負わないものとする。
(６) 引渡した売払車両は、いかなる理由があっても返品・交換はできないものとする。
(７) 売払車両引渡し後、財団が指定した文字等を消去し、措置の完了を確認できる写真
等を速やかに財団（森の事業課花粉対策室）まで提出すること。また、消去に伴う一切
の費用は、落札者が負担すること。

６ その他
(１) 契約の履行等に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(２) 手続き等は、関係法令を遵守して行うこと。
(３) 売払車両の引渡しは、売却代金の納付が終了した後とする。
(４) その他、記載のない事項については別途協議するものとする。
（５）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策については別紙 2 のとおり努めるこ
と。
７

担当
東京都青梅市河辺町 6-4-1
公益財団法人東京都農林水産振興財団 森の事業課 花粉対策室 村礒
電話０４２8－２0－８１３４
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参考：車両写真

