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資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 21 日
分任支出負担行為担当官
中国四国管区警察局四国警察支局
香川県情報通信部長 神本
宏
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 37
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、28
 導入計画物品及び数量 香川県警察本部用
指令通信装置 １式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和２年度
 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳
細は導入説明書による。
２ 資料及びコメントの提供方法
 資料等の提供期限 令和元年６月21日17時
15分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒7608579 高松市番町四丁目１
番10号 中国四国管区警察局四国警察支局香
川県情報通信部通信施設課 電話087833
0110
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和元年５月21日から令和元年
６月21日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 15, 28
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Command Communications
Equipment for Kagawa Prefectural Police
Headquarters (Information processing sys‑
tem), 1 Set
 Type of the procurement : Purchase
 Basic requirements of the procurement :
as enclosure
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 17 : 15 21 June 2019

 Contact point for the notice : Communi‑
cations Facilities, Kagawa Prefectural In‑
fo‑Communications Department, Shikoku
Branch, Chugoku／Shikoku Regional Po‑
lice Bureau, 4110 Bancho Takamatsu‑
shi 7608579 Japan. TEL 0878330110

 Contact point for the notice : Communi‑
cations Facilities Section, Miyazaki Pre‑
fectural Info‑Communications Department,
Kyushu Regional Police Bureau, 1828
Asahi Miyazaki‑shi 8808509 Japan. TEL
0985310110

資料提供招請に関する公表

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 21 日
分任支出負担行為担当官
九州管区警察局宮崎県情報通信部長
木部 悦幸
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 45
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 15、28
 導入計画物品及び数量 宮崎県警察本部用
指令通信装置 １式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和２年度
 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳
細は導入説明書による。
２ 資料及びコメントの提供方法
 資料等の提供期限 令和元年６月21日17時
45分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒8808509 宮崎市旭１丁目８番
28号 九州管区警察局宮崎県情報通信部通信
施設課 電話0985310110
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和元年５月21日から令和元年
６月21日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 15, 28
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Command Communications
Equipment for Miyazaki Prefectural Police
Headquarters (Information processing sys‑
tem), 1 Set
 Type of the procurement : Purchase
 Basic requirements of the procurement :
as enclosure
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 17 : 45 21 June 2019

次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 21 日
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター院長 是恒 之宏
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 27
〇第 08814 号（№08814）
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 手術用顕微鏡 一
式
 調達方法 購入
 導入予定時期 令和２年３月まで。
 調達に必要とされる基本的な要求要件 手
術用顕微鏡 一式を調達することにより、患
者の治療に寄与することを目的とする。
２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和元年７月８日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒5400006 大阪府大阪市中央区
法円坂２１14 独立行政法人国立病院機
構大阪医療センター契約係 岡村 有梨 電
話0669421331 内線8036
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和元年５月21日から令和元年
７月８日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
５ Summary
 Classification of the products to be leas‑
ed : 22, 31
 Nature and quantity of the products to be
leased : Surgical microscope 1 set
 Type of the procurement : Purchase



Time‑limit for the submission of the re‑
quested material : 5 : 00 P.M July 8, 2019
 Contact point for the notice : Yuri
Okamura, Accounting Division, National
Hospital Oraganization Osaka National
Hospital, 2114 Hoenzaka Chuo‑ku Osa‑
ka‑shi, Osaka‑fu 5400006, Japan. TEL
0669421331 ext. 8036

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 21 日
国立大学法人東京大学総長 五神
真
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 高圧蒸気滅菌シス
テム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和元年度３月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 医療器材用大型高圧蒸気滅菌装置（内缶
容積1000〜1200L程度） ３式
ａ 高圧蒸気滅菌器本体 ３台
ｂ 記録計 ３台
ｃ 装置管理システム ３台
ｄ 蒸気フィルター ３台
ｅ コンプレッサー ３台
ｆ フロアローディングカート ６台
上記装置の運搬搬入、据付、二次側配管
接続工事、試運転調整、隙間仕舞工事、据
付時・運転時適格性確認試験（ＩＱ・ＯＱ）
および既存装置の撤去、廃棄を含む。
Ｂ 医療器材用中型高圧蒸気滅菌装置（内缶
容積150〜200L程度） ２式
ａ 高圧蒸気滅菌器本体 ２台
ｂ 記録計 ２台
ｃ 装置管理システム ２台
ｄ 蒸気フィルター ２台
ｅ コンプレッサー ２台
上記装置の運搬搬入、据付、二次側配管
接続工事、試運転調整、隙間仕舞工事、据
付時・運転時適格性確認試験（ＩＱ・ＯＱ）
および既存装置の撤去、廃棄を含む。

