

Time Limit for submission of comments :

12 : 00 PM 24th, June, 2019
 Contact point for notice : Contract Man‑
agement Division 3, Procurement Departm‑
ent, Japan International Cooperation Agen‑

(号外政府調達第  号)

cy, Niban‑cho Center Building, 525, Ni‑
ban‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 1028012 Ja‑
pan, Tel. 0352266609

意見招請に関する公示
次のとおり調達物品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 23 日
国立研究開発法人国立がん研究センター
理事長
◎調達機関番号

819

中釜

◎所在地番号

斉

13

〇第７号
１

調達内容
品目分類番号



購入等物品及び数量

報



71、27
がん対策情報セン

ターシステム更改

官

２

意見の提出方法


意見の提出期限



提出先

令和元年  月  日

木曜日

５１１

〒1040045 東京都中央区築地
国立がん研究センター財務経理

部財務経理課調達企画室
0335422511
３

今井

良人

電話

内線2160

仕様書案の交付


交付期間

令和元年５月23日から令和元年

６月21日まで。

４

交付場所

上記２に同じ。

仕様書案について、説明は都度行う。

５

Summary


Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Cancer control information cen‑
ter system renewal




令和元年６月21日17時00

分（郵送の場合は必着のこと。）

Basic requirements of the procurement :
Details are shown on the description docu‑
ment



Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 P.M. June 21, 2019
 Briefing session date and time : Details
will come later. Place : Details will come
later
 Contact point for the notice : Yoshito
Imai, Procurement Policy Planning Divi‑
sion, National Cancer Center, 511, Tsu‑
kiji, Chuo‑ku, Tokyo, 1040045, Japan.
TEL 0335422511 ext. 2160

意見招請に関する公示

交付申請者の住所、氏名、電話番号、 ２
メールアドレス（交付申請者が法人の場 ３



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

随意契約の予定日 令和元年６月14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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
５ 担当部
〒1008793 東京都千代田区大手町二丁目３
番１号大手町プレイスウエストタワー 株式会
社ゆうちょ銀行 コーポレートスタッフ部門総
務部（契約担当）担当 伊東 弘仁 電話03
34771710
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Hardware replacement of Japan
Post Bank Direct Channel System for
2021. 5
 Expected date of the Contract award : 14
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 : Hirohito
Itou, General Affairs Department, Corpo‑
rate Administration Division, JAPAN
POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
1710

合は、交付希望日の前営業日までに前２の
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
担当者まで電話連絡を行うこと。
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
４
Summary
令和元年５月 23 日

Classification of the services to be pro‑
株式会社日本政策金融公庫
cured
: 71, 27
管財部長 島本さゆり

Nature
and quantity of the services to be
◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
required : Building a network with group‑
 品目分類番号 71、27
ware reconstruction, 1 Set
 購入等特定役務及び数量 グループウェア
 Time‑limit for the submission of com‑
再構築に伴うネットワーク構築 一式
ments : 3 : 00 PM 13 June, 2019
２ 意見の提出方法
 Contact point for the notice : Mariko
 意見の提出期限 令 和 元 年 ６ 月 13 日 15 時
Tsuchiya, Property Administration Depart‑
（郵送の場合は必着のこと）
ment, Japan Finance Corporation, 194
 提出先 〒1000004 東京都千代田区大手
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
町１９４ 大手町フィナンシャルシティ
Japan. Tel 0332701552
ノースタワー 株式会社日本政策金融公庫
管 財 部 契 約 課 土 屋 麻 里 子 電 話 03
32701552
３ 仕様書の交付
随意契約に関する公示
 交付期間 令和元年５月23日から令和元年
６月13日まで
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。
 交付方法 本公示の日から、原則として電
令和元年５月 23 日
次のとおり随意契約について公示します。
子メールにより交付する。交付を希望する者
契約責任者
令和元年５月 23 日
は、次の内容の電子メールを、管財部契約課
株式会社ゆうちょ銀行
契約責任者
アドレス（pnbid‑k@jfc.go.jp）に送信する
常務執行役 小野寺敦子
株式会社ゆうちょ銀行
こと。
常務執行役 小野寺敦子
ア 電子メールの標題に、
「意見招請に関する ◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
公示に係る仕様書交付希望」と記載する。 １ 調達内容
 品目分類番号 71、27
１ 調達内容
イ 電子メールの本文に、次の内容を記載す
 随意契約に付する事項 2021年５月向けダ
 品目分類番号 26
る。
イレクトチャネルシステムのハードウェアリ
 購入品名及び数量 名古屋貯金事務セン
 件名「グループウェア再構築に伴う
ターで使用する電気
プレース
ネットワーク構築」

随意契約

