
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
令和元年  月  日

６

Summary
意見招請に関する公示
The same with the notice above (NO, 1)
次のとおり調達物件の仕様書案の作成が完了し
Nature and quantity of the products to be
required : Development related to advance‑ たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年 10 月 18 日
ment of a national tax information system 1
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦
set
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
 Time‑limit for the submission of com‑
１ 調達内容
ments : 17 : 00 22 November 2019.
 品目分類番号 14、71、27
 The same with the notice above (NO, 1)
 借入件名及び数量 保管金事務処理システ
ム用機器等の賃貸借等 一式
意見招請に関する公示
２ 意見の提出方法
次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
 意見の提出期限 令 和 元 年 11 月 ８ 日 正 午
（郵送の場合は必着のこと）
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
 提出先 〒1028651 東京都千代田区隼町
令和元年 10 月 18 日
４２ 最高裁判所事務総局経理局用度課調
北海道開発局開発監理部長 佐藤
肇
査係 坂元 電話0332645873
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
３
仕様書案の交付
１ 調達内容
 交付期間 公示日から上記２まで。
 品目分類番号 71、27
 交付場所 上記２に同じ。
 購入等特定役務及び数量
４ Summary
北海道開発局行政情報システム運用管理支
 Classification of the services to be pro‑
援業務 一式
cured : 14, 71, 27
２ 意見の提出方法
 Nature and quantity of the service to be
 意見の提出期限 令和元年11月８日17時00
contracted : Lease of a computer system for
分（郵送の場合は必着のこと。）
managing money on deposit and other nec‑
essary services, 1 contract
 提出先 〒0608511 札幌市北区北８条西
 Time limit for the submission of com‑
２丁目 北海道開発局開発監理部会計課契約
ments on the specifications : Noon, Novem‑
スタッフ 護所野潤郎 電話0117092311
ber 8, 2019
内線5833
 Contact point for the notice, delivery of
３ 仕様書案の交付
the specifications, and the submission of
 交付期間 令和元年10月18日から令和元年
comments : SAKAMOTO, Research Sec‑
11月８日まで
tion, Supplies Division, Financial Bureau,
 交付場所 上記２に同じ。
General Secretariat, Supreme Court, 42
４ Summary
Hayabusa‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 102
 Classification of the services to be pro‑
8651, Japan, TEL 0332645873
cured : 71, 27
意見招請に関する公示
 Nature and quantity of the services to be
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
required : Support on operation and man‑
agement of assistant systems for adminis‑ たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和元年 10 月 18 日
trative affairs 1 set
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 Time‑limit for the submission of com‑
財務部長 鈴木 正隆
ments : 5 : 00 p.m. 8 November 2019
◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 12
 Contact point for the notice : Junrou Gos‑
〇第 22 号
hono, Contract Section, Accounting Divi‑ １ 調達内容
sion, Hokkaido Regional Development Bu‑
 品目分類番号 16、24
reau, Nishi 2‑Chome, Kita 8‑Jo, Kitaku,
 購入等物品及び数量
Sapporo, Hokkaido, 0608511, Japan TEL
 次世代放射光施設の蓄積リング用ビーム
位置モニター用ケーブルの製作 一式
0117092311 ext. 5833





次世代放射光施設の蓄積リング用クライ
ストロン電源の製作 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年11月８日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒2638555 千葉市稲毛区穴川
４９１ 国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構財務部契約課 電話043206
3014 E‑mail：nyuusatsu̲qst@qst.go.jp
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年10月18日から令和元年
11月７日まで。
 交付方法 当機構ホームページを確認する
こと。
４ 仕様書案の説明会
 日時 令和元年10月28日 13 ： 30、 
14：30
なお、説明会に参加を希望する場合は所定
の参加申込書を提出すること。
 場所 いずれも下記２箇所をテレビ会議で
つなぎ実施する。
ａ）千葉市稲毛区穴川４９１ 国立研究
開発法人量子科学技術研究開発機構 放射
線医学総合研究所 第１研究棟１階会議室
ｂ）兵庫県佐用郡佐用町光都１１１ 国
立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
関西光科学研究所（播磨地区） 萌光館
会議室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 16, 24
 Nature and quantity of the products to be
manufactured :
 Manufacturing of Cable for Beam Posi‑
tion Monitor for Advanced Synchrotron
Light Source Storage Ring 1 set
 Manufacturing of High Voltage Power
Supplies for High Power Klystrons for
Advanced Synchrotron Light Source Sto‑
rage Ring 1 set
 Time limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM, 8 November, 2019
 Contact point for the notice : Contract
Section, National Institutes for Quantum
and Radiological Science and Technology,
491 Anagawa, Inage‑ku, Chiba‑shi
2638555 JAPAN (TEL. 0432063014,
E‑mail : nyuusatsu̲qst@qst.go.jp)

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 10 月 18 日
国立研究開発法人理化学研究所神戸事業所
研究支援部長 佐藤 太一
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
〇2020 計算第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等物品及び数量 理化学研究所計算科
学研究センターで使用する電気 一式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年11月８日15時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒6500047 兵庫県神戸市中央区
港島南町７１26 国立研究開発法人理化
学研究所 神戸事業所 研究支援部経理課
中島さつき ＴＥＬ0789405848
３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年10月18日から令和元年
11月８日まで。
 交付方法 調達情報公開システムによりダ
ウンロードすること。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 令和元年10月31日10時00分
 開催場所 〒6500047 兵庫県神戸市中央
区港島南町７１26 国立研究開発法人理
化学研究所 計算科学研究センター Ｒ
104２会議室
５ 関心表明の方法
 関心表明書の提出期限 令和元年11月14日
15時
 提出先 上記２に同じ。
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 26
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Electricity to be used in RIKEN
Center for Computational Science 1 set
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 3 : 00 PM 8 Noveｍber, 2019
 Contact point for the notice : Satsuki
Nakajima, Finance Section, Administrative
Division, RIKEN Kobe Branch. 7126,
Minatojima‑minamimachi, Chuo‑ku, Kobe,
Hyogo 6500047, Japan TEL 078940
5848

