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担当部署 〒1108614 東京都台東区東上野
 Expected date of the contract award :
February 6, 2019
３19６ 東京地下鉄㈱広報部宣伝課 電話
 Reasons for the use of single tendering
0338377047
procedures as provided for in the Agree‑
６ Summary
ment on Government Procurement : b Pro‑
 Classification of the services to be pro‑
tection of Exclusive Rights
cured : 73
 Contact point for the notice : Public Rela‑
 Nature and quantity of the services to be
tions Department, Tokyo Metro Co., Ltd,
procured : The FY 2019 advertising cam‑
3196, Higashi‑ueno, Taito‑ku Tokyo
paign (Type2) : 1 set
1108614 Japan TEL 0338377047
 Expected date of the contract award :
February 6, 2019
随意契約に関する公示
 Reasons for the use of single tendering
次のとおり随意契約について公示します。
procedures as provided for in the Agree‑
平成 31 年１月 17 日
ment on Government Procurement : b Pro‑
東京地下鉄株式会社 広報部長 堂免 敬一
tection of Exclusive Rights
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
 Contact point for the notice : Public Rela‑
１ 調達内容
tions Department, Tokyo Metro Co., Ltd,
 品目分類番号 73
3196, Higashi‑ueno, Taito‑ku Tokyo
 購入等件名及び数量 2019年度広告宣伝業
1108614 Japan TEL 0338377047
務（その５）
２ 随意契約の予定日 平成31年２月６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「排他的権利の保
平成 31 年１月 17 日
護」
東京地下鉄株式会社 広報部長 堂免 敬一
４ 随意契約予定相手方の名称
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
㈱電通
１ 調達内容
５ 担当部署 〒1108614 東京都台東区東上野
 品目分類番号 73
３19６ 東京地下鉄㈱広報部宣伝課 電話
 購入等件名及び数量 2019年度広告宣伝業
0338377047
務（その３）
６ Summary
２ 随意契約の予定日 平成31年２月６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 : 73
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
 Nature and quantity of the services to be
護」
procured : The FY 2019 advertising cam‑
４ 随意契約予定相手方の名称
paign (Type5) : 1 set
㈱メトロアドエージェンシー
 Expected date of the contract award :
５ 担当部署 〒1108614 東京都台東区東上野
February 6, 2019
３19６ 東京地下鉄㈱広報部宣伝課 電話
 Reasons for the use of single tendering
0338377047
procedures as provided for in the Agree‑
６ Summary
ment on Government Procurement : b Pro‑
 Classification of the services to be pro‑
tection of Exclusive Rights
cured : 73
 Contact point for the notice : Public Rela‑
 Nature and quantity of the services to be
tions Department, Tokyo Metro Co., Ltd,
procured : The FY 2019 advertising cam‑
3196, Higashi‑ueno, Taito‑ku Tokyo
paign (Type3) : 1 set
1108614 Japan TEL 0338377047
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◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 73
次のとおり随意契約について公示します。
 購入等件名及び数量 2019年度広告宣伝業
平成 31 年１月 17 日
務（その１）
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
２ 随意契約の予定日 平成31年２月６日
調達部長 寺田 弘慈
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 587 ◎所在地番号 13
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
〇第 18009 号
護」
１ 調達内容
４ 随意契約予定相手方の名称
 品目分類番号 71、27
㈱博報堂
 調達件名及び数量 平成31年度（2019年度）
５
担当部署 〒1108614 東京都台東区東上野
軌道解析ソフトウェア（ＳＴＫ）の保守ラ
３19６
東京地下鉄㈱広報部宣伝課 電話
イセンスの購入
0338377047
２ 随意契約の予定日 平成31年４月１日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す ６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
cured : 73
護」
 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
procured : The FY 2019 advertising cam‑
ＬＳＡＳ Ｔｅｃ株式会社
paign (Type1) : 1 set
５ 担当部門 〒3058505 茨城県つくば市千現
 Expected date of the contract award :
２１１ 宇宙航空研究開発機構 調達部研
February 6, 2019
究 ・ 事 業 調 達 室 安 東 裕 見 子 電 話 050
 Reasons for the use of single tendering
33625150
procedures as provided for in the Agree‑
６ Summary
ment on Government Procurement : b Pro‑
 Classification of the products to be pro‑
tection of Exclusive Rights
cured : 71, 27
 Contact point for the notice : Public Rela‑
 Nature and quantity of the products to be
tions Department, Tokyo Metro Co., Ltd,
procured : Procurement of Systems Tool
3196, Higashi‑ueno, Taito‑ku Tokyo
Kit (STK) Enhancement and Support
1108614 Japan TEL 0338377047
 Expected date of the contract award : 1
随意契約に関する公示
April, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
次のとおり随意契約について公示します。
cedures as provided for in the Agreement
平成 31 年１月 17 日
on Government Procurement : b Protec‑
東京地下鉄株式会社 広報部長 堂免 敬一
tion of Exclusive Rights
◎調達機関番号 414 ◎所在地番号 13
 Contact point for the notice : Yumiko １ 調達内容
Ando, General Procurement Office, Pro‑
 品目分類番号 73
curement Department, JAXA, 211 Sen‑
 購入等件名及び数量 2019年度広告宣伝業
gen, Tsukuba‑city, Ibaraki, 3058505 Ja‑
務（その２）
pan TEL 05033625150
２ 随意契約の予定日 平成31年２月６日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
随意契約に関する公示
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
次のとおり随意契約について公示します。
護」
平成 31 年１月 17 日
４ 随意契約予定相手方の名称
㈱博報堂
東京地下鉄株式会社 広報部長 堂免 敬一

随意契約に関する公示

)
)
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