
(号外政府調達第  号)
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令和元年  月  日

◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08
〇第 311702２号
１ 調達内容
 品目分類番号 12
 購入等件名及び数量 残留ガラス除去用耐
放射線性ＩＴＶカメラの購入 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月21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
有限会社フューディテック
５ 担当部局 〒3191184 茨城県那珂郡東海村
大字舟石川765番地１ 国立研究開発法人日本
原子力研究開発機構 契約部契約第１課 電話
07014074775
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 12
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Purchase of a radiation resist‑
ant ITV camera for glass removal device, 1
set
 Expected date of the contract award : 21
June, 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 ; Contract
Section 1, Contract Department, Japan
Atomic Energy Agency, 7651, Oaza‑
Funaishikawa, Tokai‑mura Naka‑gun Iba‑
raki‑ken 3191184 Japan. TEL 070
14074775

随意契約に関する公示
次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 22 日
契約責任者
中日本高速道路株式会社 八王子支社
支社長 野口 英正
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 41
 購入等件名及び数量 多摩川橋床版取替工
事（平成30年度） １式

２
３

随意契約の予定日 平成31年６月13日
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 ａ「不落」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
オリエンタル白石株式会社・日本橋梁株式会
社中央自動車道（特定更新等） 多摩川橋床版
取替工事（平成30年度）特定建設工事共同企業
体
５ 担当部局 〒1928648 東京都八王子市宇津
木町231 中日本高速道路株式会社 八王子支
社 総務企画部経理・契約チーム 電話042
6911171
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 41
 Subject matter of the contract : Replac‑
ing of Concrete Slab of Tama‑Gawa Bridge
on Chuo Expressway
 Expected date of the contract award : 13,
June, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : a Absence
of Tenders
 Contact
point
for
the
notice :
Accounting ／ Contract Team, Hachioji
Branch, Central Nippon Expressway Com‑
pany Limited. 231, Utsuki‑machi, Hachioji‑
shi, Tokyo, 1928648, Japan. TEL042
6911171

随意契約に関する公示
次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 22 日
契約担当役
国立大学法人東京工業大学
事務局長 藤野 公之
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 71
 購入等件名及び数量 ３Ｔ機能的核磁気共
鳴画像法実験装置保守業務 一式
２ 随意契約の予定日 令和元年７月１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 ｂ「技術的理由によ
る競争の不存在」

４

随意契約を予定している相手方の名称
シーメンスヘルスケア株式会社
５ 担当部門 〒2268503 神奈川県横浜市緑区
長津田町4259 東京工業大学すずかけ台地区事
務部会計課外部資金執行グループ 山田 和弘
電話0459245917
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71
 Nature and quantity of the services to be
required : A Maintenance checkup service
for the Magnetic Resonance Imaging sys‑
tem 1 Set



Expected date of the contract award : 1
July, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
cedures as provided for in the Agreement
on Government Procurement : b Absence
of Competition for Technical Reasons
 Contact point for the notice : Kazuhiro
Yamada, Suzukakedai Administration Of‑
fice, Accounting Division, Tokyo Institute
of Technology, 4259 Nagatuta‑cho Midori‑
ku Yokohama‑shi 2268503 Japan, TEL
0459245917
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次のとおり落札者等について公示します。
令和元年５月 22 日
中日本高速道路株式会社 東京支社長 中井 俊雄
（東京都港区虎ノ門４３１）
［掲載順序］
品目分類番号 調達件名及び数量 調達方法 契約方式 落札決定日（随意契約の場合
は契約日） 落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 落札価格（随意契約の場合
は契約価格） 入札公告日又は公示日 随意契約の場合はその理由 指名業者名（指名競争
入札の場合） 落札方式 予定価格
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
17 東京支社管内 標識車購入（2019年度） 標識車24台 購入等 一般  1. 5. 7
森尾電機株式会社 東京都葛飾区立石４丁目34番１号 460946185円 31. 1.10 最低価
格
17 東京支社管内 除雪車購入（2019年度） 除雪車12台 購入等 一般 31. 4.19
岩崎工業株式会社 福井県福井市文京１丁目37番６号 486516700円 31. 1.10 最低価
格
17 新東名高速道路 湿塩散布車購入（2019年度） 湿塩散布車７台 購入等 一般 
31. 4.26 ワイ・エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町５丁目384番地の８
205 345896760円 31. 1.10 最低価格
17 小田原厚木道路 路面清掃車購入（2019年度） 路面清掃車１台 購入等 一般 
1. 5. 7 英和株式会社 東京都品川区西五反田１31１日本生命五反田ビル 34210906
円 31. 1.10 最低価格
17 東京支社管内 巡回車他購入（2019年度） 道路巡回車５台、維持作業車２台 購入等
一般 31. 4.26 株式会社日産サティオ埼玉北 埼玉県熊谷市三ヶ尻5445番地 
49896135円 31. 1.10 最低価格
17 東名高速道路 散水車購入（2019年度） 散水車１台 購入等 一般 31. 4.25
極東開発工業株式会社 兵庫県西宮市甲子園口６１45 43451383円 31. 1.10 最
低価格

