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Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
purchased : Inspection of software version
up for audiences service 1 set
 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 : 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 2019１49 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 マ ス タ ー 自 動 照 合
サーバ更新 システム構築 １式
２ 随意契約の予定日 令和元年６月14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
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
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 : System development for re‑
placement of master automatic verification
server in office system 1 set
 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 : Purchasing
& Supplies Planning Division, Financial De‑
partment, Japan Broadcasting Corporation,
221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520

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 24 日
日本年金機構本部調達管理部長 影内 聡志
◎調達機関番号 428 ◎所在地番号 13
〇第６号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
マイナポータルにおける法人向けオンライ
ン・ワンストップサービスの実現についての
システム開発【電子申請システム】 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
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
５ 担当部局 〒1688505 東京都杉並区高井戸
西３５24 日本年金機構本部調達管理部契
約グループ 米田
衛 電話0353441100
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : System development for realiza‑
tion of corporate on‑line one‑stop service in
Mynaportal 【Electronic application sys‑
tem】, 1set
 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 : Mamoru
Yoneta, Accounts Division, Procurement
Management Department, Japan Pension
Service, 524, Takaido‑nishi 3‑chome, Su‑
ginami‑ku, Tokyo, 1688505, Japan TEL
0353441100

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 24 日
日本年金機構本部調達管理部長 影内 聡志
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調達内容


品目分類番号



購入等件名及び数量

57

配送業務（定期便・不定期便）
【東北】外４
件


定期便・不定期便【東北】



東京・千葉・山梨

一式

定期便【南関東】

一式


中部地域部管内



不定期便【近畿】

定期便【中部】



定期便・不定期便【中国】

一式

一式
一式

２

随意契約の予定日

３

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

４

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称


日本郵便株式会社



太成貨物運輸株式会社



日本通運株式会社



日本郵便株式会社



日本郵便株式会社

５

Summary
Classification of the services to be pro‑
cured : 57
 Nature and quantity of the services to be
required : Transportation business
 Regular and irregular service (To‑
hoku), 1set
 Tokyo Chiba Yamanashi regular ser‑
vice (Minami‑Kanto), 1set
 Chubu Area regular service (Chubu),
1set
 Irregular service (Kinki), 1set
 Regular and irregular service (Chu‑
goku), 1set
 Expected date of the contract : 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 : Mamoru
Yoneta, Accounts Division, Procurement
Management Department, Japan Pension
Service, 524, Takaido‑nishi 3‑chome, Su‑
ginami‑ku, Tokyo, 1688505, Japan TEL
0353441100


〇第７号

担当部局

〒1688505 東京都杉並区高井戸

西３５24
約グループ

日本年金機構本部調達管理部契
米田

衛

電話0353441100
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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 24 日
支出負担行為担当官 消防庁総務課長 澤田 史朗
（東京都千代田区霞が関２１２）
［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 012 ◎所在地番号 13
71、29 2019年度「ヘリコプター動態管理システム保守業務」 一式 購入等 一般 
31. 3.22 ナビコムアビエーション株式会社（東京都千代田区飯田橋三丁目４４） 
32011200円（税込金額） 31. 1.23 最低価格 32140800円（税込金額）

