(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日


〇第 2018１352 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 全国 報道系設備用
ウイルス対策ソフト定義ファイル配信基盤の
保守 １式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月７日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
purchased : Deployment of delivery base for
news information facilities 1 set
 Expected date of the contract award : 7
February 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for the notice : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520
〇第 2018１358 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 オラクルＥＢＳメン
テナンスサポート １式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月７日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
ＳＣＳＫ株式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520

６



Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27


Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance support for the Ora‑

cle EBS product 1 set
 Expected date of the contract award : 7
February 2019


Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability



Contact point for the notice : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,

221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520
〇第 2018１359 号
１

調達内容


品目分類番号



購入等件名及び数量

71、27

メンテナンスサポート

オラクルＰＵＣ製品
１式

２

随意契約の予定日

平成31年２月７日

３

随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由

４

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称
ＳＣＳＫ株式会社

５

担当部局
２２１

〒1508001 東京都渋谷区神南
日本放送協会経理局調達企画部

ＴＥＬ0354555520
６

Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27


Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance support for the Ora‑

cle PUC product 1 set
 Expected date of the contract award : 7
February 2019


Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability

Contact point for the notice : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520
〇第 2018１360 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 放送局・関東広域局
アート／台本設備保守 １式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月７日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
パナソニックシステムソリューションズジャ
パン株式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance of art transmission
servers and script facilities in local stations
1 set
 Expected date of the contract award : 7
February 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for the notice : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520
〇第 2018１361 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 報道情報システム
拠点局メタデータ管理サーバ保守 １式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月７日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」

４

随意契約を予定している相手方の名称
日本電気株式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance of meta data man‑
agement server in Regional Headquarters
for news information system 1 set
 Expected date of the contract award : 7
February 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : d Interc‑
hangeability
 Contact point for the notice : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520
〇第 2018１362 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 拠点局・放送局 報
道系ファイルベースシステム保守 １式
２ 随意契約の予定日 平成31年２月７日
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
日本電気株式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Maintenance of news production
file base system for Regional Headquarters
and stations 1 set

