(号外政府調達第  号)

報
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５ 担当部門 〒2408501 横浜市保土ケ谷区常
随意契約の予定日 平成31年２月１日
随意契約によることとする「政府調達に関す
盤台79１ 国立大学法人横浜国立大学財務部
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
経理課契約第一係 原島
渉 電話045
護」
3393241
４ 随意契約を予定している相手方の名称
６ Summary
東日本電信電話株式会社
 Classification of the products to be pro‑
５ 担当部門 〒1528550 東京都目黒区大岡山
cured : 14
２丁目12番１号 東京工業大学財務部契約課大
 Nature and quantity of the products to be
岡山第２契約グループ 徳久 義洋 電話03
rent : Information Infrastructure Systems
57342353
for Educational use‑Ⅱ 1 Set
６ Summary
 Expected date of the contract award : 1
 Classification of the services to be pro‑
February, 2019
cured : 71, 27
 Reasons for the use single tendering pro‑
 Nature and quantity of the services to be
cedures as provided for in the Agreement
required : Support for Tokyo Institute of
on Government Procurement : d Interc‑
Technology Campus‑wide and Authoriza‑
hangeability
tion System Operation 1 Set
 Contact point for the notice : HARA‑
 Expected date of the contract award : 1
SHIMA Wataru, Accounting and Contract
February, 2019
Division, Finance Department, National
 Reasons for the use single tendering pro‑
University Corporation Yokohama Nation‑
cedures as provided for in the Agreement
al University, 791 Tokiwadai Hodogaya‑
on Government Procurement : b Protec‑
ku Yokohama‑shi 2408501 Japan, TEL
tion of Exclusive Rights
0453393241
 Contact point for the notice : Yoshihiro
Tokuhisa, Contract Division, Finance De‑
随意契約に関する公示
partment, Tokyo Institute of Technology,
次のとおり随意契約について公示します。
2121 Ookayama, Meguro‑ku, Tokyo
平成 31 年１月 11 日
1528550 Japan, TEL 0357342353
国立大学法人島根大学長 服部 泰直
随意契約に関する公示
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 32
〇第１号
次のとおり随意契約について公示します。
１ 調達内容
平成 31 年１月 11 日
 品目分類番号 26
国立大学法人横浜国立大学長 長谷部勇一
 購入等件名及び数量 島根大学川津団地で
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 14
使用するガス 一式
〇第１号
平成 31 年１月 11 日
２ 随意契約の予定日 平成31年２月１日
１ 調達内容
契約担当役
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 品目分類番号 14
国立大学法人東京工業大学
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
 借入件名及び数量 教育用情報基盤システ
事務局長 芝田 政之
る競争の不存在」
ム第２次調達 一式
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
４ 随意契約を予定している相手方の名称
２
随意契約の予定日
平成31年２月１日
〇第４号
松江市ガス事業管理者
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
１ 調達内容
５ 担当部門 〒6908504 松江市西川津町1060
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
 品目分類番号 71、27
国立大学法人島根大学財務部経理・調達課
 購入等件名及び数量 キ ャ ン パ ス 共 通 認 ４ 随意契約を予定している相手方の名称
味本 知宜 電話0852326027
富士通株式会社
証・認可システム運用支援業務 一式

◎調達機関番号 517 ◎所在地番号 13
〇第２号
次のとおり調達物品及び調達特定役務の仕様書 １ 調達内容
 品目分類番号 26
案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見
 購入等件名及び数量 映画フィルム 薮下
を招請します。
泰司監督作「白蛇伝」 デジタル復元フィル
平成 31 年１月 11 日
ム及びデジタルデータ納品
東京地下鉄株式会社
２
随意契約の予定日 平成31年１月31日
鉄道統括部長 小川 孝行
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
る協定」の規定上の理由 ｂ「美術品」
〇第 494 号
４
随意契約を予定している相手方の名称
１ 調達内容
東映株式会社
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 ファイルサーバシス ５ 担当部局 〒1040031 東京都中央区京橋
３７６ 独立行政法人国立美術館 国立映
テム更新等業務
画アーカイブ総務課管理室会計担当係 電話
２ 意見の提出方法
0362644384
 意見の提出期限 平成31年１月31日17時00
６
Summary
分まで（郵送の場合は必着のこと）
 Classification of the products to be pro‑
 提出先 〒1108614 東京都台東区東上野
cured : 26
３19６ 東京地下鉄㈱鉄道統括部契約課
 Nature and quantity of the products to be
電話0338377067
purchased : Films : Hakujaden directed by
３ 仕様書案の交付
Taiji Yabushita, films and digital data rec‑
 交付期間 平成31年１月11日から平成31年
ords related to the digital restoration
１月28日17時00分まで。
 Expected date of the contract award : 31,
 交付場所 上記２に同じ
January, 2019
４ Summary
 Reasons for the use single tendering pro‑
 Classification of the products to be pro‑
cedures as provided for in the Agreement
cured : 71, 27
on Government Procurement : b Works of
 Nature and quantity of the products to be
art
purchased : Renewal and other work on the
 Contact point for the notice : Procurem‑
file server system
ent Section, Independent Administrative In‑
 Time limit for the submission of com‑
stitution National Museum of Art, National
ments : 5 : 00 PM January 31, 2019
Film Archive of Japan, 376 Kyobashi
 Contact point for the notice : Contract
Chuo‑ku Tokyo 1040031 Japan, TEL 03
Section, Railway Management Dept.
62644384
Tokyo Metro Co., Ltd 3196 Higashi‑
随意契約に関する公示
ueno, Taito‑ku Tokyo 1108614 Japan
TEL : 0338377067
次のとおり随意契約について公示します。

意見招請に関する公示

随意契約
随意契約に関する公示
次のとおり随意契約について公示します。
平成 31 年１月 11 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立映画アーカイブ館長 岡島 尚志

２
３

