Expected date of the Contract award : 17

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
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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 27 日
支出負担行為担当官

の

公

示

内閣府大臣官房会計担当参事官 佐藤
司
（東京都千代田区永田町１６１）

［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 007 ◎所在地番号 13
72 面接による世論調査業務 一式
調査社（東京都中央区銀座６1612）

落

札

購入等 一般 31. 4.22 一般社団法人
24656400円 31. 2.15 最低価格

者

等

の

公

中央

示

次のとおり落札者等について公示します。
令和元年５月 27 日
契約責任者 西日本高速道路株式会社

代表取締役社長 酒井 和広
（大阪市北区堂島１―６―20）

［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

価
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◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
71、27 電子入札システム運用管理等業務 一式 購入等 随意 31. 4.17 株式会
社日立システムズ 大阪市北区堂島浜１２１ 22503960円 31. 3.25 ｄ「互換性」
話

明治二十五年三月三十一日
第 三 種 郵 便 物 認 可
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次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 27 日
契約責任者 日本郵便株式会社
調達部担当執行役員 上尾崎幸治

次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 27 日
契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 小野寺敦子
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に付する事項 Oracle デ ー タ
ベースに関する技術支援の委託
２ 随意契約の予定日 令和元年６月17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
日本オラクル株式会社
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0334771710
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Commission of the technical as‑
sistance about Oracle databases
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次のとおり随意契約について公示します。
令和元年５月 27 日
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構長 藤井 良一
◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 57
 購入等件名及び数量 南極ドームふじ基地
用燃料（輸送及び供給）400本
２ 随意契約の予定日 令和元年６月18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
Antarctic Logistics Centre International
(Pty) Ltd.
５ 担当部門 〒1908518 東京都立川市緑町
10３ 大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構立川共通事務部経理課契約第一係 高
崎 敏明 電話0425120620
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 57
 Nature and quantity of the services to be
required : Avitation fuel for the activities
around Dome Fuji, Antarctic 400 Sets
 Expected date of the contract award : 18
June, 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 : Toshiaki
Takasaki, Accounting Division, Tachi‑
kawa Administration Department, Re‑
search Organization of Information and
Systems, 103, Midori‑cho, Tachikawa‑shi,
Tokyo 1908518 Japan, TEL 042512
0620

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に付する事項
指定場所配達に係る発送管理システムの改
修の委託
２ 随意契約の予定日 令和元年６月17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
株式会社日立製作所
５ 問合せ先 〒1008792 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 日本郵便株式会社調達部契約担当 泉
秀憲 電話0334770641
６ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Improvement of the Postal Dis‑
patch Management System with expansion
of designated place delivery service
 Expected date of the contract award : 17
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 : Hidenori
Izumi, Procurement Division, Japan Post
Co., Ltd. Otemachi Place Westtower 23
1 Otemachi Chiyoda‑ku Tokyo 1008792
TEL 0334770641
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