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〇契約責任者 株式会社ゆうちょ銀行 西日本貯金事務計算センター所長 副島 真琴
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 28
26 西日本貯金事務計算センターで使用する電気 14669000kW 購入等 ６月 株
式会社ゆうちょ銀行西日本貯金事務計算センター 〒6511394 兵庫県神戸市 電話番号078
9531113

コンピューター製品及びサービスの調達予定の公示

平成30年度当初において判明している80万ＳＤＲ超のコンピューター製品及びサービスの調達に係
る入札公告（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載
されていない調達であっても、年度途中において80万ＳＤＲ超となるものがあり得ます。
平成 30 年５月１日

［掲載順序］
品目分類番号 調達物品・サービス及び数量 調達方法 入札公告（公示）の予定時期
担当部局
Classification of the products or services to be procured Nature and quantity of the
products or services to be procured Type of the procurement Expected date of the public
notice of the tender Contact point for the notice

〇日本郵政株式会社東京逓信病院長 平田 恭信
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
14 生理機能・内視鏡検査情報システム 一式 購入等 11月 東京逓信病院
〒1028798 東京都千代田区富士見21423 ＴＥＬ0352147111
14 電子カルテシステムネットワーク 一式 購入等 11月 上記に同じ

〇契約責任者 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
71、27 投資信託コールセンターシステムの構築及び保守の委託 特定役務 ３月 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 〒1000011 東京都千代田区内幸町２
１１ 電話番号0335044617
71、27 ゆうちょ銀行Webサイトシステムの更改 特定役務 11月 上記に同じ
71、27 デジタル受付に係る実証実験 特定役務 10月 上記に同じ
71、27 デジタルバンキングシステムの構築 特定役務 １月 上記に同じ
71、27 ゆうちょＩＣキャッシュカード等の調達及び発行管理等の委託 特定役務 ７月
上記に同じ

電気通信機器及びサービスの調達予定の公示
平成30年度当初において判明している10万ＳＤＲ以上の電気通信機器及びサービスの調達に係る入
札公告（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載され
ていない調達であっても、年度途中において10万ＳＤＲ以上となるものがあり得ます。
当該予定に関して資料、意見その他の調達に必要な情報の提出を招請します。
平成 30 年５月１日

［掲載順序］
品目分類番号 調達物品・サービス及び数量 調達方法 入札公告（公示）の予定時期
担当部局 既存の供給品又は設備との接続性の要件により既に確定した仕様書を繰り返し使用
する必要性の具体的理由 供給者が調達に係る下請けに対して関心を表明する方法
Classification of the products or services to be procured Nature and quantity of the
products or services to be procured Type of the procurement Expected date of the public
notice of the tender Contact point for the notice Reasons for the necessity to use estab‑
lished specifications

Summary

West Japan Operation Center

26 About 14,669,000kWh Electricity to be used in West Japan Postal Savings Operation
Center JAPAN POST BANK Co., Ltd. Purchased June／2018 Accounting division,
West Japan Operation Center, Kobe City Hyogo Pref 6511394 Japan. TEL0789531113

Summary

JAPAN POST BANK Co., Ltd.

71, 27 Consignment contract for establishment and support of investment trust call center
system Required March／2018 General Administration Dept., Corporate Staff Unit,
JAPAN POST BANK Co., Ltd., 211 Uchisaiwai‑cho, Chiyoda‑ku, Tokyo 1000011 Japan
TEL 0335044617
71, 72 Renewal of the Japan Post Bank Website System Required November／
2018 Asmentioned above
71, 27 Demonstration test of digitalreceptionist Required Octorber／2018 As
mentioned above

71, 27 Development of Digital Banking System Required January／2019 As
mentioned above

71, 27 Procurement of IC cash card and issuance management Required July／
2018 Asmentioned above

〇支出負担行為担当官 国立国会図書館総務部会計課長 大場 利康
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
71、27 国立国会図書館整理業務関連機能設計開発作業 １式 購入等 平成31年３月
国立国会図書館総務部会計課調達係 東京都千代田区永田町1101 電話0355321080
71、27 国立国会図書館国会関連システムリニューアル作業 １式 購入等 平成31年３
月 国立国会図書館総務部会計課調達係 東京都千代田区永田町1101 電話0355321080
Summary

National Diet Library

71, 27 Design and Development of the Cataloging Functions 1set Purchase
March／2019 Procurement Section, Accounts Division, Administrative Department, Na‑
tional Diet Library, 1101 Nagata‑cho, Chiyodaku, Tokyo 1008924 Japan TEL 035532
1080

71, 27 Renewal of the Systems for the Minutes & Law Indexes 1 set Purchase 
March／2019 Procurement Section, Accounts Division, Administrative Department, Nation‑
al Diet Library, 1101 Nagata‑cho, Chiyodaku, Tokyo 1008924 Japan TEL0355321080

Summary

Japan Post Holdings Co. , Ltd Tokyo Teishin Hospital

14 Physiology endoscopy information system Purchase Nov／2018 Japan Post
Holdings Co. , Ltd Tokyo Teishin Hospital, 21423 fujimi chiyoda‑ku Tokyo 1028798 Ja‑
pan. TEL0352147111
14 Electronic medical record system network Purchase Nov／2018 asmen‑
tioned above
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