



Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM 17, Jul, 2019



Contact point for the notice : Daisuke
Tsukahara, Contract SectionⅠ, Contract
Management Division, RIKEN 21, Hi‑
pan, TEL 0484679747

意見招請に関する公示
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年５月 20 日
株式会社日本政策金融公庫
管財部長
◎調達機関番号
１

127

島本さゆり

◎所在地番号

13

調達内容


品目分類番号



購入等特定役務及び数量

報

(号外政府調達第  号)

rosawa, Wako‑shi, Saitama, 3510198, Ja‑

71、27
グループウェア

再構築（ポータル・掲示板等）
２

一式

意見の提出方法


意見の提出期限

令 和 元 年 ６ 月 10 日 15 時

官

（郵送の場合は必着のこと）


提出先

〒1000004 東京都千代田区大手

町１９４

大手町フィナンシャルシティ

ノースタワー

令和元年  月  日

月曜日

管財部契約課

株式会社日本政策金融公庫
下振

洋子

電 話 03

32701552
３

仕様書の交付


交付期間

令和元年５月20日から令和元年

６月10日まで


交付方法

本公示の日から、原則として電

子メールにより交付する。交付を希望する者
は、次の内容の電子メールを、管財部契約課
アドレス（pnbid‑k@jfc.go.jp）に送信する
こと。
ア

電子メールの標題に、
「意見招請に関する
公示に係る仕様書交付希望」と記載する。

イ

電子メールの本文に、次の内容を記載す
る。


件名「グループウェア再構築（ポータ
ル・掲示板等）」



交付申請者の住所、氏名、電話番号、 ３ 仕様書の交付
 交付期間 令和元年５月20日から令和元年
メールアドレス（交付申請者が法人の場
６月10日まで
合は、住所、法人名、担当部署、担当者
 交付方法 本公示の日から、原則として電
氏名（役職）
、電話番号、メールアドレ
子メールにより交付する。交付を希望する者
ス）
は、次の内容の電子メールを、管財部契約課
公庫が当該電子メールに仕様書案を添付し
アドレス（pnbid‑k@jfc.go.jp）に送信する
たうえで交付申請者に返信することにより、
こと。
仕様書案を交付する。仕様書案が受信できな
ア 電子メールの標題に、
「意見招請に関する
い場合又は早急な交付を希望する場合は、前
公示に係る仕様書交付希望」と記載する。
２の担当者まで電話連絡を行うこと。なお、
イ 電子メールの本文に、次の内容を記載す
窓口（前２の場所）での交付を希望する場
る。
合は、交付希望日の前営業日までに前２の
 件名「システム運用業務における基盤
担当者まで電話連絡を行うこと。
運用業務の委託」
４ Summary
 交付申請者の住所、氏名、電話番号、
 Classification of the services to be pro‑
メールアドレス（交付申請者が法人の場
cured : 71, 27
合は、住所、法人名、担当部署、担当者
 Nature and quantity of the services to be
氏名（役職）
、電話番号、メールアドレ
required : Groupware reconstruction (Por‑
ス）
tal Site, Bulletin Board System), 1 Set
公庫が当該電子メールに仕様書案を添付し
 Time‑limit for the submission of com‑
たうえで交付申請者に返信することにより、
ments : 3 : 00 PM 10 June, 2019
仕様書案を交付する。仕様書案が受信できな
 Contact point for the notice : Yoko
い場合又は早急な交付を希望する場合は、前
Shimofuri, Property Administration De‑
２の担当者まで電話連絡を行うこと。なお、
partment, Japan Finance Corporation,
窓口（前２の場所）での交付を希望する場
1  9  4 Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo,
合は、交付希望日の前営業日までに前２の
1000004 Japan. Tel 0332701552
担当者まで電話連絡を行うこと。
４ Summary
意見招請に関する公示
 Classification of the services to be pro‑
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
cured : 71, 27
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
 Nature and quantity of the services to be
令和元年５月 20 日
required : Procurement of infrastructure
株式会社日本政策金融公庫
operations in system operations, 1 Set
管財部長 島本さゆり
 Time‑limit for the submission of com‑
◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
ments : 3 : 00 PM 10 June, 2019
１ 調達内容
 Contact point for the notice : Yoko
 品目分類番号 71、27
Shimofuri, Property Administration De‑
 購入等特定役務及び数量 システム運用業
partment, Japan Finance Corporation,
務における基盤運用業務の委託 一式
1  9  4 Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo,
２ 意見の提出方法
1000004 Japan. Tel 0332701552
 意見の提出期限 令 和 元 年 ６ 月 10 日 15 時
意見招請に関する公示
（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒1000004 東京都千代田区大手
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
町１９４ 大手町フィナンシャルシティ 了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
ノースタワー 株式会社日本政策金融公庫
令和元年５月 20 日
管 財 部 契 約 課 下 振 洋 子 電 話 03
株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本さゆり
32701552

◎調達機関番号
１

127

◎所在地番号

13

調達内容


品目分類番号



購入等特定役務及び数量

71、27
システム運用業

務におけるオペレータ業務の委託
２

一式

意見の提出方法


意見の提出期限

令 和 元 年 ６ 月 10 日 15 時

（郵送の場合は必着のこと）


提出先

〒1000004 東京都千代田区大手

町１９４

大手町フィナンシャルシティ

ノースタワー
管財部契約課

株式会社日本政策金融公庫
齊藤

洋

電 話 03

32701552
３

仕様書の交付


交付期間

令和元年５月20日から令和元年

６月10日まで


交付方法

本公示の日から、原則として電

子メールにより交付する。交付を希望する者
は、次の内容の電子メールを、管財部契約課
アドレス（pnbid‑k@jfc.go.jp）に送信する
こと。
ア

電子メールの標題に、
「意見招請に関する
公示に係る仕様書交付希望」と記載する。

イ

電子メールの本文に、次の内容を記載す
る。


件名「システム運用業務におけるオペ
レータ業務の委託」



交付申請者の住所、氏名、電話番号、
メールアドレス（交付申請者が法人の場
合は、住所、法人名、担当部署、担当者
氏名（役職）
、電話番号、メールアドレ
ス）

公庫が当該電子メールに仕様書案を添付し
たうえで交付申請者に返信することにより、
仕様書案を交付する。仕様書案が受信できな
い場合又は早急な交付を希望する場合は、前
２の担当者まで電話連絡を行うこと。なお、
窓口（前２の場所）での交付を希望する場
合は、交付希望日の前営業日までに前２の
担当者まで電話連絡を行うこと。

