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６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Repair and Maintenance of Au‑

tomated Warehousing Systems 1 set

 Expected date of the contract award :

June 14, 2019

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Interc‑

hangeability

 Contact point for this notice : Miki

Kawamura, Contract Unit, Accounts Divi‑

sion, General Affairs Department, Japan

Mint, 1179 Temma Kita‑ku, Osaka‑shi
5300043 Japan TEL 0663515463

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。
令和元年５月 24 日
独立行政法人日本スポーツ振興センター

契約担当役 理事長 大東 和美
◎調達機関番号 576 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 toto販売払戻システ
ム更改に係る現行システム改修対応 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月14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
日本ユニシス株式会社

５ 担当部署 〒1070061 東京都港区北青山二
丁目８番35号 独立行政法人日本スポーツ振興
センター 財務部調達管財課 福田 電話03
54109140
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Development of Management

System for the Sports Promotion Lottery

related to the renovation of system 1 set

 Expected date of the contract award : 14,

June, 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 : Fukuda,

Finance Department, JAPAN SPORT

COUNCIL 2835 Kitaaoyama Minato‑
ku Tokyo 1070061 Japan, TEL 03
54109140

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。
令和元年５月 24 日

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 島本さゆり

◎調達機関番号 127 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 消費税率10％への改
正に伴う農林業務システムの改修 一式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月13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
ＪＢＣＣ株式会社

５ 担当部局 〒1000004 東京都千代田区大手
町１９４ 株式会社日本政策金融公庫管財
部契約課 土屋麻里子 電話0332701552
６ Summary

 Classification of the products to be Pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

required : Repair of Agriculture, Forestry,

Fisheries and Food Business Unit system

related to raising the consumption tax rate

to 10 percent, 1 set

 Expected date of the contract award :

June 13, 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 : Mariko

Tsuchiya, Property Administration Depart‑

ment, Japan Finance Corporation, 194
Otemachi, Chiyoda‑ku, Tokyo, 1000004
Japan. Tel 0332701552

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。
令和元年５月 24 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 2019１46 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 ＶＯＩＳ ＰＢＸ及
び電話基盤の更新（本番環境） １式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月13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テクノロジーズ

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 : Renovation of private branch

exchanger and telephone base apparatus

for call center system 1 set

 Expected date of the contract award : 13

June 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 2019１47 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 購入等件名及び数量 保存・提供設備 東
京五輪素材保存に伴う設備増強整備 １式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月17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 : Improvement of facilities for

NHK archives information system 1 set

 Expected date of the contract award : 17

June 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 2019１48 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 視聴者対応システム
Weblogicバージョンアップ検証 １式

２ 随意契約の予定日 令和元年６月13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テクノロジーズ

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
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