◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
次のとおり随意契約について公示します。
 購入等件名及び数量 債権管理システム及
令和元年 10 月 17 日
び営業支援システムに係る保守 一式
株式会社日本政策金融公庫
２ 随意契約の予定日 令和元年11月15日
管財部長 島本さゆり
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
る協定」の規定上の理由 ｂ「排他的権利の保
１ 調達内容
護」
 品目分類番号 71、27
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 購入等件名及び数量 国民生活事業業務シ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
ステムのソフトウェア保守 一式
５ 担当部局 〒1000004 東京都千代田区大手
町１９４ 株式会社日本政策金融公庫管財
２ 随意契約の予定日 令和元年11月15日
部契約課 小田 景子 電話0332701552
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「排他的権利の保 ６ Summary
 Classification of the products to be Pro‑
護」
cured : 71, 27
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 Nature and quantity of the products to be
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
required : Maintenance of credit manage‑
５ 担当部局 〒1000004 東京都千代田区大手
ment system and business support system, 1
町１９４ 株式会社日本政策金融公庫管財
set
部契約課 土屋麻里子 電話0332701552
 Expected date of the contract award No‑
６ Summary
vember 15, 2019
 Reasons for the use single tendering pro‑
 Classification of the products to be Pro‑
cedures as provided for in the Agreement
cured : 71, 27
on Government Procurement : b Protec‑
 Nature and quantity of the products to be
tion of Exclusive Rights
required : Software maintenance of Micro
 Contact point for the notice : Keiko Oda,
Business and Individual Unit system, 1 set
Property Administration Department, Ja‑
 Expected date of the contract award No‑
pan
Finance
Corporation,
194
vember 15, 2019
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
 Reasons for the use single tendering pro‑
Japan. Tel 0332701552
cedures as provided for in the Agreement
随意契約に関する公示
on Government Procurement : b Protec‑
次のとおり随意契約について公示します。
tion of Exclusive Rights
令和元年 10 月 17 日
 Contact point for the notice : Mariko
契約責任者
Tsuchiya, Property Administration Depart‑
株式会社ゆうちょ銀行
ment, Japan Finance Corporation, 194
常務執行役 小野寺敦子
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
Japan. Tel 0332701552
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
随意契約に関する公示
 随意契約に付する事項 通帳発行機の追加
次のとおり随意契約について公示します。
支援等の委託（2021年１月向け開発）
令和元年 10 月 17 日
２ 随意契約の予定日 令和元年11月７日
株式会社日本政策金融公庫
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」
管財部長 島本さゆり



令和元年  月  日

木曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

随意契約に関する公示

４

随意契約を予定している相手方の名称
沖電気工業株式会社
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‑



Expected date of the Contract award : 7
November 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

cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Consignment of additional sup‑
port for Bankbooks Publishing System Ma‑
chine (Development for 2021. 1)

Administration

Division,

JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
1710

落

札
落

札

者

等

の

公

示

次のとおり落札者等について公示します。
令和元年 10 月 17 日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

財務部長

鈴木

正隆

（千葉県千葉市稲毛区穴川４９１）
［掲載順序］
品目分類番号
は契約日）

調達件名及び数量

調達方法

は契約価格）

入札公告日又は公示日

入札の場合）

落札方式

◎調達機関番号
22、31

契約方式

落札決定日（随意契約の場合

落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所

804

落札価格（随意契約の場合

随意契約の場合はその理由

指名業者名（指名競争

予定価格

◎所在地番号

12

研究臨床用ＰＥＴ／ＣＴ装置

二式

購入等

一般

スピタルサプライ株式会社（東京都中央区八重洲１４16）

 1. 9.13

グリーンホ

745200000円

 1. 7.10



総合評価
24

サイクロトロンＲＦ前段アンプの製作

一式

購入等

随意

機械工業株式会社（東京都品川区大崎２１１）

37422000円

71、27

一式

重粒子線治療管理システムの機能改修

 1. 9.27

 1. 9. 4

購入等

随意

和電氣工業株式会社（神奈川県川崎市多摩区登戸843１） 21382272円

住友重

ｄ「互換性」

 1. 8. 5

 1. 7.10

高

ｂ「排

他的権利の保護」
24

ＴＢＭ安全実証試験装置群の製作

一式

購入等

株式会社（東京都千代田区丸の内３２３）
71、27

被ばく医療研修管理システムの構築

一式

会社システムエグゼ（東京都中央区八重洲２７２）
格

一般

2138400000円
購入等

 1. 9. 4

 1. 6.20
一般

26978400円

三菱重工業

最低価格

 1. 9.13

 1. 7.10

株式

最低価

