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意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和２年５月 26 日
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構長 山内 正則
◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 08
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等物品及び数量 高電界Ｓバンドディ
スクロード型進行波管の製作 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和２年６月16日17時00
分（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒3050801 つくば市大穂１１
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器
研究機構財務部契約課契約第三係 関
真 電話0298645169

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和２年５月26日から令和２年
６月16日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 令和２年６月５日15時00分
 開催場所 大学共同利用機関法人高エネル
ギー加速器研究機構管理棟財務部入札室

５ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

manufacturd : Manufacture of high gradi‑

ent S‑band disc‑loaded traveling‑wave st‑

ructures 1 Set

 Time limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 16 June, 2020

 Contact point for the notice : SEKI

Makoto, Contracts Unit 3, Contracts Divi‑

sion, Financial Department, Inter‑Universi‑

ty Research Institute Corporation High En‑

ergy Accelerator Research Organization,

11 Oho Tsukuba‑shi 3050801 Japan,
TEL 0298645169

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２年５月 26 日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長 野口 宣大

◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
〇第 209 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 関係機関との連携に
伴う外国人出入国情報システムのアプリケー
ション改修作業の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年６月15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 担当部局 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
係 渡辺 亮 電話0335804128
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Renovation work of Foreigners

Entry and departure Information System

due to coordination with related organiza‑

tions, 1 set

 Expected date of the contract award : 15

June, 2020

 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 :

WATANABE Ryo, Procurement Section,

Finance Division, Minister's Secretariat,

Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki
Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan TEL
0335804128

〇第 210 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 身分事項による渡航
者情報オンライン照会機能の実施に伴う出入
国管理業務個人識別情報システムアプリケー
ションの改修作業等の請負 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年６月15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 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第二
係 渡辺 亮 電話0335804128
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Renovation work of Japan Bio‑

metorics Identification System due to trav‑

eler information online inquiry function, 1

set

 Expected date of the contract award : 15

June, 2020

 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 :

WATANABE Ryo, Procurement Section,

Finance Division, Minister's Secretariat,

Ministry of Justice, 111 Kasumigaseki
Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008977, Japan TEL
0335804128

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２年５月 26 日
国立大学法人東京大学総長 五神 真

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 論理設計・配置配線
設計・物理設計永久ライセンス保守 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年６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 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
日本シノプシス合同会社

５ 担当部門 〒1138656 東京都文京区本郷
７３１ 東京大学工学系・情報理工学系等
財務課調達チーム 安部 将市 電話03
58417163
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Maintenance of Logic Synthesis,

Place‑and‑Route, and Circuits and Layout

Design and Verification Tools, Perpetual

License 1 Set

 Expected date of the contract award : 16

June, 2020

 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 : Shoichi

Abe, Supplies Section, Finance Division,

Administration Office of the School of En‑

gineering and Graduate School of Informa‑

tion Science and Technology, The Universi‑

ty of Tokyo, 731 Hongo Bunkyo‑ku
Tokyo 1138656 Japan, TEL 035841
7163
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