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
次のとおり随意契約について公示します。
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
平成 31 年１月 11 日
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社日本政策金融公庫
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
管財部長 島本さゆり
５ 担当部 〒1008793 東京都千代田区大手町
◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
二丁目３番１号大手町プレイスウエストタワー
１ 調達内容
株式会社ゆうちょ銀行コーポレートスタッフ
 品目分類番号 71、27
部門総務部（役務・システム調達担当）担当
 購入等件名及び数量 平成31年度予算関連
制度改正に係る国民業務システムの改修に伴
坂入 智徳 電話0334771710
う開発委託 一式
６ Summary
２ 随意契約の予定日 平成31年１月31日
 Classification of the services to be pro‑
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
cured : 71, 27
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
 Nature and quantity of the services to be
４ 随意契約を予定している相手方の名称
required : Additional development of Japan
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
post bank total information system (Core
５ 担当部局 〒1000004 東京都千代田区大手
Banking API)
町１９４ 株式会社日本政策金融公庫管財
 Expected date of the Contract award : 1
部契約課 佐伯 達也 電話0332701552
６ Summary
February 2019
 Classification of the products to be Pro‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
cured : 71, 27
cedures as provided for in the Agreement
 Nature and quantity of the services to be
on Government Procurement : d Interc‑
required : Application repair of Micro Busi‑
hangeability
ness and Individual Unit system related to
 Contact Point for the notice : Tomonori
revision of budget related system, 1 set
Sakairi, General Affairs Department, Cor‑
 Expected date of the contract award : Ja‑
porate Administration Division, JAPAN
nuary 31, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
cedures as provided for in the Agreement
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
on Government Procurement : d Interc‑
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
hangeability
1710
 Contact point for the notice : Tatsuya
Saiki, Property Administration Departm‑
随意契約に関する公示
ent, Japan Finance Corporation, 194
次のとおり随意契約について公示します。
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
平成 31 年１月 11 日
Japan. Tel 0332701552
東京地下鉄株式会社
随意契約に関する公示
鉄道統括部長 小川 孝行
次のとおり随意契約について公示します。
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
平成 31 年１月 11 日
１ 調達内容
契約責任者
 品目分類番号 23
株式会社ゆうちょ銀行
 購入等件名及び数量 敷布団（マットレス）
常務執行役 小野寺敦子
2500枚
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
２
随意契約の予定日 平成31年１月31日
１ 調達内容
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 71、27
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
 随意契約に付する事項 ゆうちょ総合情報
システムの追加開発等の委託（勘定系ＡＰＩ）
護」
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随意契約に関する公示

２
３

 Reasons for the use single tendering pro‑
随意契約予定相手方の名称
㈱エアウィーヴ
cedures as provided for in the Agreement
５ 担当部署 〒1108614 東京都台東区東上野
on Government Procurement : d Interc‑
３19６ 東京地下鉄㈱鉄道統括部契約課
hangeability
石郷岡正勝 電話0338377067
 Contact point for the notice : Purchasing
６ Summary
& Supplies Planning Division, Financial De‑
 Classification of the products to be pro‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
cured : 23
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
 Nature and quantity of the service to be
8001, Japan. TEL 0354555520
procured : Mattress 2,500 Sheets
随意契約に関する公示
 Expected date of the contract award : Ja‑
nuary 31, 2019
次のとおり随意契約について公示します。
 Reasons for the use of single tendering
平成 31 年１月 11 日
procedures as provided for in the Agree‑
契約等担当職 日本中央競馬会
ment on Government Procurement : b Pro‑
法務部 契約室長 秋谷 光昭
tection of Exclusive Rights
◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
 Contact point for the notice : Masakatsu 〇31 日競情報サ第１号
Ishigouoka, Contract Section, Railway Ma‑
１ 調達内容
nagement Dept., Tokyo Metro Co., Ltd 3
 品目分類番号 71
196 Higashi‑Ueno, Taito‑Ku Tokyo 110
 購入等件名及び数量 平成31年度ネット投
8614 Japan TEL : 0338377067
票（スマートフォン）メンテナンス 一式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月１日
随意契約に関する公示
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
次のとおり随意契約について公示します。
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
平成 31 年１月 11 日
る競争の不存在」
日本放送協会 大阪放送局長 角
英夫
４ 随意契約を予定している相手方の名称
◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 27
ＪＲＡシステムサービス㈱
〇第 2018１330 号
５ 担当部局 〒1068401 東京都港区六本木
１ 調達内容
６11１ 日本中央競馬会 本部 法務部
 品目分類番号 71、27
契約室 ＴＥＬ0335915251
 購入等件名及び数量 ＮＨＫ大阪放送局
６
Summary
ＩＴ関連サポート業務 １式

Classification of the services to be pro‑
２ 随意契約の予定日 平成31年１月31日
cured : 71
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
 Nature and quantity of the services to be
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
required : Computer Network System
４ 随意契約を予定している相手方の名称

Expected date of the contract award : 1,
株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー
February, 2019
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
 Reasons for the use single tendering pro‑
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
cedures as provided for in the Agreement
ＴＥＬ0354555520
on Government Procurement : b Absence
６ Summary
of Competition for Technical Reasons
 Classification of the services to be pro‑
 Contact point for the notice : Contract
cured : 71, 27
and Procurement Division, Legal Affairs
 Nature and quantity of the services to be
Department of Japan Racing Association,
required : IT support in Osaka Station 1 set
6111 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo
 Expected date of the contract award : 31
1068401 Japan TEL 0335915251
January 2019
４

