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２ 随意契約の予定日 平成31年５月10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ＮＨＫメディアテクノロジー

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

purchased : Replacement of server for audi‑

ence rating survey system 1 set

 Expected date of the contract award : 10

May 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 : Purchasing

& Supplies Planning Division, Financial De‑

partment, Japan Broadcasting Corporation,

221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520

〇第 2019１10 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等件名及び数量 本部ラジオ国際情報
管理制御部分更新 １式

２ 随意契約の予定日 平成31年５月16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
日本電気株式会社

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 : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

purchased : Partial replacement of radio in‑

formation management system of interna‑

tional broadcasting 1 set

 Expected date of the contract award : 16

May 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 : Purchasing

& Supplies Planning Division, Financial De‑

partment, Japan Broadcasting Corporation,

221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520

〇第 2019１11 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等件名及び数量 本部アナログラジオ
情報管理制御部分更新 １式

２ 随意契約の予定日 平成31年５月16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
日本電気株式会社

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 : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

purchased : Partial replacement of analog

audio radio information management sys‑

tem 1 set

 Expected date of the contract award : 16

May 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 : Purchasing

& Supplies Planning Division, Financial De‑

partment, Japan Broadcasting Corporation,

221 Jinnan, Shibuya‑ku, Tokyo 150
8001, Japan. TEL 0354555520

〇支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 白藤 知木 （東京都千代田区永田町１７１）
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
78 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業務 一式 購入等 一般 31. 2.14 三東運輸
株式会社 東京都江戸川区篠崎町３12６ 14334408円 30.12.21 最低価格
26 衆議院国会議事堂外５か所で使用する電気 購入等 一般 31. 2.15 東京電力
エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１１３ 400580737円 30.12.11
最低価格
75 衆議院清掃業務 一式 購入等 一般 31. 2.18 キョウワプロテック株式会社
福島県福島市五月町３20 51840000円 30.11.28 最低価格
２ 自動車用ガソリン等 一式 購入等 一般 31. 2.25 富士鉱油株式会社東京支
店 東京都千代田区麹町２２ 22812223円 30.12.28 最低価格
17 普通乗用自動車（ハイブリッド車）９台 購入等 一般 31. 3.13 東京トヨタ
自動車株式会社 東京都港区三田３1134 57132620円 31. 1.18 総合評価
17 普通乗用自動車（ハイブリッド車）２台 購入等 一般 31. 3.13 東京トヨタ
自動車株式会社 東京都港区三田３1134 16030540円 31. 1.18 総合評価

〇分任支出負担行為担当官 国立国会図書館収集書誌部長 山地 康志 （東京都千代田区永田町
１10１）
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
26、71、27 Web of Scienceの利用 １式 購入等 一般 31. 3. 8 株式会社紀
伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３７10 35139744円 31. 1.16 最低価格

落 札 者 等 の 公 示
次のとおり落札者等について公示します。
平成 31 年４月 11 日

［掲載順序］
品目分類番号 調達件名及び数量 調達方法 契約方式 落札決定日（随意契約の場合
は契約日） 落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 落札価格（随意契約の場合
は契約価格） 入札公告日又は公示日 随意契約の場合はその理由 指名業者名（指名競争
入札の場合） 落札方式 予定価格

〇支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 佐藤 司 （東京都千代田区永田町１
６１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
73 平成30年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「重要な発
信機会を捉えた戦略的国際広報」（広報活動の効果測定及び広報誌の制作、評価・拡散等の実施）一
式 購入等 随意 31. 2.15 ㈱エヌ・ティ・ティ・アド（東京都品川区上大崎３１
１）42094220円 ｂ「排他的権利の保護」
73 平成30年度キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務 広報テーマ：「高齢者の消費
者被害防止」（テレビＣＭの追加放送等） 購入等 随意 31. 3.19 ㈱電通（東京都港区
東新橋１８１） 199800000円 ｂ「排他的権利の保護」




		2019-04-10T14:53:01+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




