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明治二十五年三月三十一日
第 三 種 郵 便 物 認 可

随意契約に関する公示

電

次のとおり随意契約について公示します。
令和元年 10 月 18 日
年金積立金管理運用独立行政法人
経理責任者 沼田 英夫
◎調達機関番号 605 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達物品及び数量 年金積立金データ管理
（ＧＰＤＲ）システムの派生開発業務（オル
タナティブ資産情報とのデータ統合機能追加
等）
２ 随意契約の予定日 令和元年11月７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ＤＴＳ
５ 問い合わせ等 〒1056377 東京都港区虎ノ
門１23１ 年金積立金管理運用独立行政法
人 総務部経理課 電話0335022485



随意契約に関する公示

 Contact point for the notice : Accounting,
General Affairs Department, Government
Pension Investment Fund, 1231 To‑
ranomon, Minato‑ku, Tokyo 1056377, Ja‑
pan ; Tel : 0335022485

次のとおり随意契約について公示します。
令和元年 10 月 18 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 29
 随意契約に付する事項 内国為替システム
のサービス利用
２ 随意契約の予定日 令和元年11月28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 〒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
◎調達機関番号 605 ◎所在地番号 13
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
話0334771710
１ 調達内容
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
６ Summary
 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
 Classification of the services to be pro‑
 調達物品及び数量 年金積立金データ管理
ステート・ストリート信託銀行株式会社
cured : 29
（ＧＰＤＲ）システムの保守業務
５ 問い合わせ等 〒1056377 東京都港区虎ノ
 Nature and quantity of the services to be
２ 随意契約の予定日 令和元年11月７日
門１23１ 年金積立金管理運用独立行政法
required : Service Utilization of the Domes‑
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
人 総務部経理課 電話0335022485
tic exchange system
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
６ Summary
 Expected date of the Contract award : 28
November 2019
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 Classification of the services to be pro‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
株式会社ＤＴＳ
cured : 71, 27
cedures as provided for in the Agreement
５ 問い合わせ等 〒1056377 東京都港区虎ノ
 Nature and quantity of the service to be
on Government Procurement : d Interc‑
門１23１ 年金積立金管理運用独立行政法
required : Data Cleansing for the Govern‑
hangeability
人 総務部経理課 電話0335022485
ment Pension Data Repository System
 Contact Point for the notice : Hirohito
６ Summary
 Expected date of the contract award : 7
Itou, General Affairs Department, Corpo‑
 Classification of the services to be pro‑
November, 2019
rate Administration Division, JAPAN
 Reason for the use single tendering pro‑
cured : 71, 27
POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place
 Nature and quantity of the service to be
cedures as provided for In the Agreement
Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
required : Maintenance of the Government
on Government Procurement : d Interc‑
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
Pension Data Repository System
hangeability
1710
発行所
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 Expected date of the contract award : 7
随意契約を予定している相手方の名称
６ Summary
日本無線株式会社
 Classification of the services to be pro‑
November, 2019
５ 担当部局 〒1008122 東京都千代田区大手
 Reason for the use single tendering pro‑
cured : 71, 27
町１３４ 気象庁総務部総務課調達管理室
 Nature and quantity of the service to be
cedures as provided for In the Agreement
第二契約係 吉田 松司 電話0332128341
on Government Procurement : d Interc‑
required : Improvement of the Government
内線2581
hangeability
Pension Data Repository System
６ Summary
 Contact point for the notice : Accounting,
 Expected date of the contract award : 7
 Classification of the services to be pro‑
General Affairs Department, Government
November, 2019
cured : 71, 27
 Reason for the use single tendering pro‑
Pension Investment Fund, 1231 To‑
 Nature and quantity of the services to be
ranomon,
Minato‑ku, Tokyo 1056377, Ja‑
cedures
as
provided
for
In
the
Agreement
required : Improvement of system software
pan
;
Tel
:
0335022485
on
Government
Procurement
:
d
Interc‑
for the Airport Doppler Radar System 1 set
hangeability
 Expected date of the contract award : 8
随意契約に関する公示
 Contact point for the notice : Accounting,
November 2019
次のとおり随意契約について公示します。
General Affairs Department, Government
 Reasons for the use single tendering pro‑
令和元年 10 月 18 日
cedures as provided for in the Agreement
Pension Investment Fund, 1231 To‑
on Government Procurement : d Interc‑
年金積立金管理運用独立行政法人
ranomon, Minato‑ku, Tokyo 1056377, Ja‑
hangeability
経理責任者 沼田 英夫
pan ; Tel : 0335022485
 Contact point for the notice : Syouji Yos‑
◎調達機関番号 605 ◎所在地番号 13
随意契約に関する公示
hida, Second Contract Section, Office of
１ 調達内容
Procurement, General Affairs Division, Ja‑
次のとおり随意契約について公示します。
 品目分類番号 71、27
pan Meteorological Agency, 134 Ote‑
令和元年 10 月 18 日
 調達物品及び数量 年金積立金データ標準
machi, Chiyoda‑Ku Tokyo 1008122 Japan
年金積立金管理運用独立行政法人
化（ＭＲＫサービス）業務
TEL 0332128341 Ext. 2581
経理責任者 沼田 英夫
２ 随意契約の予定日 令和元年11月７日
４

)
)
)

