
 

 

 

２０１７年１１月１４日 

 

各 位 

 

株式会社ＮＡＡリテイリング 

総務部人事課 

 

「人事制度再構築」に係る企画提案の募集について 

 

弊社は、企業規模拡大に伴う人材の確保と定着等の観点から、人事制度の再構築を

行うことと致しました。 

本募集は、給与制度、待遇、人事評価、組織、役職、採用等の人事制度全般を現状

分析のうえ、弊社における適正な人件費等を把握し、人材の確保と定着を図ることを

目的とした新たな人事制度を設計、導入するための提案をいただける事業者を選定す

るものです。 

受注者の選定にあたりましては、皆様からのご提案を頂いた上で、弊社にてご提案

内容を審査の上、決定させていただきます。 

 「人事制度再構築」についての提案を希望される場合には、募集要項に従い、必要

書類をご提出いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項 



募集要項 

 

１ 全体スケジュール 

（１）①エントリーシート等をご提出いただき、応募資格審査を実施いたします。 

   ②応募資格審査に合格した者より企画提案書（以下、「提案書」という。）、見積

書等をご提出いただき、書類審査を実施いたします。 

③書類審査に合格した者には、ご提案内容についてさらに詳細をお伺いするた

め、プレゼンテーション審査を実施させていただきます。その上で、総合的

に判断して１者を選定いたします。 

④選定された１者と最終的な仕様と見積価格について交渉の上、契約を行いま

す。 

 

（２）選定の具体的なスケジュールは、以下のとおりです。 

  ＜募集開始＞ 

    ２０１７年１１月１４日（火） 

  ＜エントリーシート等提出締切＞ 

    ２０１７年１１月２１日（火）１２：００まで 

＜応募資格審査結果の通知＞ 

  ２０１７年１１月２４日（金）１７：００まで 

＜提案依頼書の配布＞ 

  ２０１７年１１月２４日（金）１７：００まで 

  応募資格審査に合格した者にのみ配布 

＜質問提出締切＞ 

  ２０１７年１１月２９日（水）１２：００まで 

＜質問回答期限＞ 

  ２０１７年１２月１日（金）１７：００まで 

＜提案書等提出締切＞ 

 ２０１７年１２月４日（月）１２：００まで 

＜書類審査結果の通知＞ 

２０１７年１２月８日（金）１７：００まで 

＜プレゼンテーション（予定）＞ 

２０１７年１２月１１日（月）または１２月１３日（水） 

※プレゼンテーション日時の詳細は、対象者に対して１２月８日（金） 

１７：００までに通知いたします。 

＜プレゼンテーション結果の通知（予定）＞ 

２０１７年１２月１８日（月）１７：００まで 

＜最終的な仕様の協議及び価格交渉＞ 

２０１７年１２月下旬（予定） 



＜契約締結＞ 

２０１７年１２月下旬（予定） 

 

２ 契約期間 

（１）現行人事制度の現状分析及び概要設計 

契約成立日の翌日から２０１８年５月上旬まで 

（２）新人事制度の詳細設計 

（１）の工程完了から２０１８年１２月２８日（金）まで 

（３）新人事制度の導入支援 

   （２）の工程完了から２０１９年３月２９日（金）まで 

 

３ 概算額（税込） 

下記の概算額を超えないこと 

２５,０００千円 

※概算額を超えた金額を提示した場合、書類審査の対象外とさせていただきます。

また、本募集においては、価格と価格以外の要素を含め、総合的に弊社にとって

最も有利な者をもって契約の相手方とする総合評価方式により、落札者を決定す

ることと致します。 

 

４ 応募資格 

 応募者は、次の全ての条件を満たす者に限らせていただきます。 

（１）基本条件 

① 弊社における２０１７年度契約参加資格「その他役務」または、弊社の親会社

である成田国際空港株式会社 平成２７・２８・２９年度契約参加資格「その

他役務」に登録されていること。 

※公募開始時点において弊社または成田国際空港株式会社の契約参加資格未

登録者については、本案件のエントリーシート等を提出時に、契約参加資格者

登録申請書類も併せてご提出下さい。 

② 提出書類締切日から契約成立までに、諸法令や成田国際空港会社グループの諸

規程に基づき、競争参加の制限を受けていないこと。 

③ 原則として単体企業であること。複数企業が関与する場合については、応相談 

とし、応募が認められた場合は、代表企業が責任を持って複数企業間の調整を

行うものとする。 

（２）業務実績 

過去５年の間に１０００人規模以上の小売業における本募集と類似の人事制

度構築及びコンサルティングの契約実績（一体でなくとも可。）を有すること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第 154条）の規定による会社更生手続き開始の申

し立てまたは民事再生法（平成１１年法律第 225号）の規定による再生手続き



開始の申し立てがなされていないこと（但し、契約参加資格者として再登録済

みで、見積書の提出期限までに会社更生法の規定による更生計画認可または民

事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

  

５ 企画競争参加の制限 

（１）競争に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がない

こと。（基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場

合を除く。） 

① 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。但し、子会社（会社法第２条第３号の規

定による子会社をいう。以下同じ。）または子会社の一方が会社更生法第２条

第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）または民事再生法第

２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則第２条第３

号第２号の規定による会社等をいう。以下同じ。）である場合を除く。 

（ア）親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ）と

子会社の関係にある場合 

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。但し、（ア）については、会社等の一方

が更生会社または民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会

社等である場合を除く。 

（ア）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

（イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第６７条第１項ま

たは民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に

兼ねている場合 

③ その他競争の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記①または②と同視しうる資本関係または人的関係があると認めら

れる場合。 

（２）暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的

勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」という。）に該当・関与していないことの

表明・保証として、契約締結時及び本契約期間中において、自社（自社の役員、

若しくは自社の親会社等を含む。本条において以下同じ。）が次の①から⑤の

いずれかに該当しないことを確約すること。 

① 暴力団等反社会的勢力であること、または暴力団等反社会的勢力であったこと、

若しくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、または関与して

いたこと。 

② 自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、または利用してい



たこと。 

③ 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、または便宜を供与するなど積極

的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、または関

与していたこと。 

④ 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または有してい

たこと。 

⑤ この契約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営若しくは運営に実

質的に関与していると認められる法人等を利用すること。 

 

６ エントリーシート等の提出及び応募資格審査 

本企画競争に参加を希望される場合は、以下に示す必要書類を提出してください。 

（１）提出書類（別添の書式を利用のこと） 

① エントリーシート 

② 情報セキュリティ管理体制確認書 

③ 秘密情報の安全管理に関する誓約書 

④ ４（２）「業務実績」に示す業務実績を証明できるもの 

※別紙「業務実績概略書」を記入 

 

（公募開始時点において弊社の契約参加資格の未登録者のみ） 

⑤ ４（１）「基本条件」に示す契約参加資格者登録の申請書類 

・契約参加資格者登録申請書（別紙） 

・連絡者リスト届出書（別紙） 

・年間委任状（別紙） 

・暴力団等反社会的勢力の排除に関する誓約書（別紙） 

・応募者の経歴、主要業務、取引品名等を記載した会社案内、カタログ等 

・財務諸表（貸借対照表、損益計算書等） 

（２）提出期限 

２０１７年１１月２１日１２：００まで 

（３）提出方法 

「１６ 本件に関するお問い合わせ」に示す担当者に予め電話連絡の上、持参

または郵送により６（１）の書類をご提出ください。 

（４）提出書類の配布方法及び期間 

２０１７年１１月１４日から弊社総務部人事課への電話連絡に基づき、電子メ

ールにより配布致します。但し、当部業務時間内に限ります。 

（５）応募資格審査結果の通知 

６（１）に示す提出書類を受領後、応募資格について審査を行います。審査結

果は、合格した者のみ、エントリーシート内「ご担当者名」に記載された方に

対し、２０１７年１１月２４日１７：００までに弊社担当者から電子メールに



てご連絡いたします。 

 

７ 提案書等の作成方法 

（１）内容 

「提案依頼書」に沿った内容で作成願います。 

（２）提供資料 

① 提案依頼書 

② ①の提案依頼書に付随する関連資料 

（３）提供資料掲載・配布場所及び期間 

応募資格審査結果の通知と共に、審査に合格した者にのみ弊社総務部人事課か

ら電子メールにより配布致します。 

（４）質問の提出方法及び回答 

提案書の作成に際し、ご不明な点がある場合は、２０１７年１１月２９日１２：

００までに「１６ 本件に関するお問い合わせ」に示す担当者宛に、電子メー

ルにて質問事項をお送りください。その際、質問事項をメールにて送信した旨、

速やかに電話連絡をお願いいたします。 

 

８ 提案書等の提出及び書類審査 

（１）提案書類及び提出部数 

① 提案書１３部（紙面） 

② 上記提案書の電子データ（PDF化したファイルを保存した CD-R 等１部） 

③ 見積書及び見積明細書１部 

④ 契約書ひな形（通常、応募者が使用しているもの。）１部 

（２）提出期限 

２０１７年１２月４日（月）１２：００必着 

（３）提出方法 

「１６ 本件に関するお問い合わせ」に示す担当者宛に予め電話連絡の上、提

出先まで直接または郵送にて提出してください。 

（４）書類審査結果の通知 

８（１）に示す書類等を受領後、ＮＡＡＲが指定する要件への適合状況等につ

いて書類審査を行います。審査結果は、合格した者にのみ、エントリーシート

内「ご担当者名」に記載された方に対し、２０１７年１２月８日（金）１７：

００までに弊社担当者から電子メールにてご連絡いたします。 

（５）その他 

各者から頂いた提出書類については、他の応募者に対しては全て非公開とし、

また、提出書類等は返却に応じかねますのでご了承願います。 

また、提出された提案書等の作成に要した経費については、一切お支払い致し

ません。 



 

９ プレゼンテーション 

（１）日 時 

２０１７年１２月１１日（月）または１３日（水）（予定） 

詳細は、提案書等の書類審査に合格した者にのみ、ご連絡いたします。 

（２）場 所 

成田国際空港第２旅客ターミナルビル内 弊社会議室（予定） 

詳細は、提案書等の書類審査に合格した者にのみご連絡いたします。 

（３）所要時間 

最大６０分 

（プレゼンテーション４５分の後、質疑１５分） 

（４）使用資料 

２０１７年１２月４日（月）１２：００までにご提出いただいた提案書、

PowerPoint等による補足資料をもとにご説明願います。 

（スクリーン及びプロジェクターが必要な場合は、事前に弊社担当者に連絡下

さい。） 

（５）評価者 

弊社評価者 

（６）貴社説明者 

３名以内とします。契約後、本件を担当する営業、コンサルタントの方は、必

ず出席いただきますようお願い致します。なお、予め弊社担当者に対し、出席

者の所属、氏名、役職を電子メールにてご連絡ください。 

各者のプレゼンテーション内容については、他の応募者に対しては全て非公開

とし、また、提出書類等は返却に応じかねますのでご了承願います。 

また、提出されたプレゼンテーションに要した経費については、一切お支払い

致しません。 

 

１０ プレゼンテーションの評価項目（例） 

  提出書類の内容をもとに、以下の観点を含め、総合的に判断致します。 

 ・弊社が抱える問題を適切に分析できる提案内容となっているか 

・弊社が抱える問題を解決または改善可能とする提案内容となっているか 

・新制度移行に向けた導入支援が十分な内容となっているか 

 ・作業スケジュールは各工程が具体的かつ実現性があるものとなっているか 

 

１１ 選定結果の通知 

 プレゼンテーションによる選定結果は、２０１７年１２月１８日（月）１７：００

までに、エントリーシート内「ご担当者名」に記載された方に対し、弊社担当者か

ら、電子メールにて通知させていただきます。 



 

１２ 契約相手方の決定方法等 

 プレゼンテーションにより選定（内定）された者と、最終的な仕様内容及び見積価

格について交渉し、合意すれば契約の相手方とします。 

 なお、弊社の契約の相手方としてふさわしい資力・信用の状態等であるかを審査す

るため、必要な書類を提出していただく場合があります。 

 

１３ 契約書等の作成 

 １２記載の合意後、直ちに契約書を作成します。契約書は、落札者提案のものを基

本として弊社と協議のうえ、決定するものとします。 

 なお、最終的に合意に至った内容に関し仕様書に記載のない事項については、当該

内容を契約書等に記載するものとし、この取りまとめについては落札者が行うもの

とします。 

 

１４ 支払い条件 

 支払条件は、原則として、業務工程毎の完了払いとします。 

 なお、支払日は業務完了日の翌月末日が原則となりますが、業務完了日の翌月第５

営業日までに適正な請求書を提出頂く必要がありますのでご留意ください。 

 

１５ その他 

（１）４（３）の下線部に該当する者は、会社更生法の規定による更生計画または民

事再生法の規定による再生計画認可の決定の写し１通を、８に示す提出書類と

共にご提出ください。 

（２）手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限ります。 

（３）提案書等の作成及び提出等に要する一切の費用は、全て提案者の負担となりま

す。 

（４）提案書提出後の内容変更は、原則として認めません。 

（５）各者からいただいた提案書等全ての書類については、全て非公開とさせていた

だきます。また、選定結果に関わらず返却いたしませんことを予めご了承くだ

さい。 

（６）審査における公平性を厳正に保つため、審査結果に関するお問い合わせには一

切応じられないことを予めご了承ください。 

（７）選定された者は、企画競争実施の結果、最適な契約候補者として特定したもので

すが、契約手続き完了までは、弊社との契約関係を生じるものではありません。 

（８）提出書類に虚偽の記載をした者は、本競争の応募資格を失うとともに、取引停止

の措置を行うことがあります。 

   また、応募資格のない者の提案書、エントリーシートに虚偽の記載をした者の提

案書及び提案書の提出に関する条件に違反した提案書は無効とします。 



さらに、無効の提案書の提出を行った者を契約相手方としていた場合は、契約決

定を取り消します。 

（９）選定された者の提案は、そのまま契約の仕様になるとは限りません。 

 

１６ 本件に関するお問い合わせ及び書類の提出先 

本件に関するお問い合わせ及び書類の提出は、以下担当者までお願いいたします。 

また、書類提出時は、必ず以下担当者に電話連絡をお願いいたします。 

 

〒２８２－０００４ 

千葉県成田市成田国際空港第２旅客ターミナル 

本館５階 Ｍ５０８８号室 

株式会社ＮＡＡリテイリング 総務部人事課（人事制度再構築担当） 

電話：０４７６－３２－６５２６ 

ＦＡＸ：０４７６－３２－７３３５ 

E-mail：jinji@fasola.jp 


