(号外政府調達第  号)

報
官
月曜日
令和  年  月  日


 Expected date of the contract award : ,
 Contact point for the notice : Emi
Yamada, Finance Department, Procurem‑
 November 16 2020
ent Section, Accounting Division, Kyoto
 Reasons for the use single tendering pro‑
University, Yoshida‑Honmachi Sakyo‑ku
cedures as provided for in the Agreement
Kyoto‑shi 6068501 Japan, TEL 075
on Government Procurement : ,  b Pro‑
7532167
tection of Exclusive Rights
 Contact point for the notice : Yousuke
随意契約に関する公示
Hosoyama, Accounts Office, Pension Ser‑
次のとおり随意契約について公示します。
vice Planning Division, Pension Bureau,
令和２年 10 月 26 日
Ministry of Health, Labour and Welfare,
大学共同利用機関法人
122,
Kasumigaseki,
Chiyoda‑ku,
自然科学研究機構長 小森 彰夫
Tokyo, 1008916, Japan TEL 035253 ◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 21
1111 ext. 3550
〇第１号核融合
１ 調達内容
随意契約に関する公示
 品目分類番号 77
 購入等件名及び数量 高圧電源ＩＧＢＴス
次のとおり随意契約について公示します。
イッチの試作および評価 一式
令和２年 10 月 26 日
２
随意契約の予定日 令和２年11月16日
国立大学法人京都大学長 湊
長博
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 415 ◎所在地番号 26
る協定」の規定上の理由 ｂ「技術的理由によ
〇第４号
る競争の不存在」
１ 調達内容
４ 随意契約を予定している相手方の名称
 品目分類番号 53
東芝エネルギーシステムズ株式会社
 購入等件名及び数量 ＬＣＮＭＲ／ＭＳ
５ 担当部門 〒5095292 岐阜県土岐市下石町
装置移設及び老朽部更新 一式
322６ 自然科学研究機構核融合科学研究所
２ 随意契約の予定日 令和２年11月20日
管理部財務課調達係長 日比野 篤 電話
３ 随意契約によることとする「政府調達に関す
0572582038
る協定」の規定上の理由 ｄ「互換性」
６ Summary
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‑
ブルカージャパン株式会社
cured : 77
 Nature and quantity of the services to be
５ 担当部門 〒6068501 京都市左京区吉田本
required : Prototyping and evaluation of
町 京都大学財務部経理課経理調達掛 山田
high‑voltage IGBT switch 1 Set
絵美 電話0757532167
 Expected date of the contract award : 16
６ Summary
November, 2020
 Classification of the services to be pro‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
cured : 53
cedures as provided for in the Agreement
 Nature and quantity of the services to be
on Government Procurement : b Absence
required : Relocation and update of aged
of Competition for Technical Reasons
parts of LCNMR／MS 1 Set
 Contact point for the notice : Atsushi
 Expected date of the contract award : 20
Hibino, Procurement Section, Financial Af‑
November, 2020
fairs Division, Department of Administra‑
 Reasons for the use single tendering pro‑
tion, National Institute for Fusion Science,
cedures as provided for in the Agreement
National Institutes of Natural Sciences,
on Government Procurement : d Interc‑
3226 Oroshi‑cho, Toki‑shi, Gifu‑pref,
5095292 Japan, TEL 0572582038
hangeability

随意契約に関する公示

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。

次のとおり随意契約について公示します。

令和２年 10 月 26 日

令和２年 10 月 26 日
株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策金融公庫
管財部長
◎調達機関番号
１

127

本西

◎所在地番号

13

品目分類番号



２

購入等件名及び数量

正人

13

品目分類番号



購入等件名及び数量

71、27
新型コロナウイルス

に伴うインターネット申込システムの改修

感染症特別貸付申込急増に伴う統計資料の対

一式

応に係る中小融資業務システムの改修
令和２年11月17日

随意契約によることとする「政府調達に関す

株式会社ラック
担当部局
部契約課

株式会社日本政策金融公庫管財

都丸

勝己

電話0332701552

Summary


Classification of the products to be Pro‑

cured : 71, 27


随意契約によることとする「政府調達に関す

富士通株式会社
５

担当部局
部契約課

６


光司

電話0332701552

Classification of the products to be Pro‑

cured : 71, 27


Nature and quantity of the products to be
required : Application repair of the system
to change the way statistical data due to
the rapid increase in special loans for new

coronavirus infections, 1 set


Expected date of the contract award :

Expected date of the contract award :
November 17, 2020

株式会社日本政策金融公庫管財

高橋

Summary

plication system to improve borrowing op‑



〒1000004 東京都千代田区大手

町１９４

Nature and quantity of the products to be

erations, 1 set

ｄ「互換性」

随意契約を予定している相手方の名称

required : Improvement of the Internet ap‑



令和２年11月16日

る協定」の規定上の理由

〒1000004 東京都千代田区大手

町１９４
６

随意契約の予定日

３
４

随意契約を予定している相手方の名称

一式

２

ｂ「排他的権利の保

護」

５

本西

◎所在地番号

調達内容

借入申込事務の改善

る協定」の規定上の理由
４

127



71、27

随意契約の予定日

３

◎調達機関番号
１

調達内容


管財部長

正人

November 16, 2020


Reasons for the use single tendering pro‑

Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Interc‑

on Government Procurement : b Protec‑

hangeability

tion of Exclusive Rights




Contact

point

for

the

notice :

Contact point for the notice : TOMARU

TAKAHASHI Koji, Property Administra‑

Katsuki, Property Administration Depart‑

tion Department, Japan Finance Corpora‑

ment, Japan Finance Corporation, 194

tion,

Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004

Tokyo, 1000004 Japan. Tel 033270

Japan. Tel 0332701552

1552

194

Otemachi,

Chiyoda‑ku,

