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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。
平成 31 年１月 16 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 71、27
 随意契約に付する事項 国際ブランド付決
済カードに係る大学生協との連携対応等

２ 随意契約の予定日 平成31年１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
株式会社クレディセゾン

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（役務・システム調達担当）
担当 坂入 智徳 電話0334771710
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : collaboration with University co‑

operative concerning international branded

payment card

 Expected date of the Contract award : 28

January 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 : Tomonori

Sakairi, General Affairs Department, Cor‑

porate Administration Division, JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL033477
1710

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Additional development of infor‑

mation System for 2020. 1 #6

 Expected date of the Contract award : 6

February 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 : Tomonori

Sakairi, General Affairs Department, Cor‑

porate Administration Division, JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL033477
1710

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。
平成 31 年１月 16 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 71、27
 随意契約に付する事項 情報系システムの
追加開発等の委託（2020年１月向け）

２ 随意契約の予定日 平成31年２月６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
株式会社日立製作所

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（役務・システム調達担当）
担当 坂入 智徳 電話0334771710

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。
平成 31 年１月 16 日
契約責任者
株式会社かんぽ生命保険 常務執行役

長相 博
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 63
 随意契約に付する事項 情報提供の委託
２ 随意契約の予定日 平成31年２月26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 ｂ「排他的権利の保
護」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社ＱＵＩＣＫ

５ 担当部局 〒1008794 東京都千代田区大手
町二丁目３番１号12階 総務部契約担当 堀内
一男 電話0334772581

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 63

 Nature and quantity of the services to be

required : Trust of information offer

 Expected date of the contract award : 26

February 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Protec‑

tion of Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Kazuo Ho‑

riuchi, General Affairs Department, JA‑

PAN POST INSURANCE Co., Ltd. Ote‑

machi Place Westtower 31 Otemachi 2‑
chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008794 TEL
0334772581

〇第２号（№２）
３及び５ 第１号と同じ
１ 調達内容
 品目分類番号 63
 随意契約に付する事項
金融情報サービスの提供の委託

２ 随意契約の予定日 平成31年２月26日
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社野村総合研究所

６ Summary

,, and The same with the notice

above (No. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : Portfolio Evaluation and Analyt‑

ics for Decision Support

〇第３号（№３）
１、３及び５ 第１号と同じ
１ 調達内容
 品目分類番号 63
２ 随意契約の予定日 平成31年２月26日
４ 随意契約を予定している相手方の名称
トムソン・ロイター・ジャパン株式会社

６ Summary

,,, and The same with the no‑

tice above (No. 1)

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。
平成 31 年１月 16 日

日本放送協会 経理局長 髙橋 正尚
◎調達機関番号 325 ◎所在地番号 13
〇第 2018１364 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 マネージドセキュリ
ティサービス １式

２ 随意契約の予定日 平成31年２月６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
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社
５ 担当部局 〒1508001 東京都渋谷区神南
２２１ 日本放送協会経理局調達企画部
ＴＥＬ0354555520
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Managed Security Service 1 set

 Expected date of the contract award : 6

February 2019
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