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 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and Quantity of the services to be

required : Production on TV Commercials

 Qualifications for the participating in the

tendering procedures : A

 Time limit of tender : By 10 : 00 A.M. 1st

October 2020

 Contact point for the notice : Contract

and Procurement Division, Legal Affairs

Department of Japan Racing Association,

6111 Roppongi, Minato‑ku, Tokyo

1068401 Japan TEL 0335915251

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和２年８月 12 日

分任支出負担行為担当官
東京空港事務所長 生野 優

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇東事会第 317 号
１ 掲載日
令和２年７月13日（号外政府調達第128号）

２ 訂正内容
14ページ２段目上から25行目「１調達内容
購入等件名及び数量」の「年間予定使用電力量
19335000kWh」を、「年間予定使用電力量

19080000kWh」に訂正します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和２年８月 12 日

分任支出負担行為担当官
東京空港事務所長 生野 優

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇東事会第 318 号
１ 掲載日
令和２年７月13日（号外政府調達第128号）

２ 訂正内容
15ページ１段目上から36行目「１調達内容
購入等件名及び数量」の「年間予定使用電力量
8782000kWh」を、「年間予定使用電力量

8919000kWh」に訂正します。

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８月 12 日
契約責任者 東日本高速道路株式会社

北海道支社長 田中 直樹
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 01
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 購入等件名及び数量 令和２年度北海道支
社広報業務（除雪広報）
テレビCM（スポット） 一回
ラジオCM（スポット） 一回
WEB広告 一回
新聞広告 一回
効果検証 一回

２ 随意契約の予定日 令和２年10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 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
会社博報堂
５ 担当部局 〒0048512 札幌市厚別区大谷地
西５丁目12番30号 東日本高速道路株式会社北
海道支社 技術部調達契約課 課長代理 鳥本
和典 電話0118965777

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 73

 Nature and quantity of the services to be

required : Public relations about the Snow‑

removal work on the Expressway in fiscal

2020

 Expected date of the contract award : Oc‑

tober 15, 2020

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Protec‑

tion of Exclusive

 Contact point for the notice : Torimoto

kazunori, Deputy Manager of Procurement

& Contract Section, Technology & Pro‑

curement Department, Hokkaido Regional

Head office, East Nippon Expressway

Company Limited, 51230, Oyachi‑Nishi,
Atsubetsu‑ku, Sapporo City, Japan, 004
8512. TEL 0118965777

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８月 12 日

株式会社日本政策金融公庫
管財部長 本西 正人

◎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 顧客ポータルの構築
に伴う文書管理システムの改修 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年９月２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
パナソニックシステムソリューションズジャ
パン株式会社
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 高橋 光司 電話0332701552
６ Summary

 Classification of the products to be Pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

required : Application repair of document

management system for construction of

customer portal system, 1 set

 Expected date of the contract award :

September 2, 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 :

TAKAHASHI Koji, Property Administra‑

tion Department, Japan Finance Corpora‑

tion, 194 Otemachi, Chiyoda‑ku,

Tokyo, 1000004 Japan. Tel 033270
1552

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８月 12 日
契約責任者 中日本高速道路株式会社

代表取締役社長 宮池 克人
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
１ 調達内容
 品目分類番号 72
 調達件名及び数量 令和２年度 顧客満足
度調査・分析業務 顧客満足度調査作業一式

２ 随意契約の予定日 令和２年９月８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「技術的理由によ
る競争の不存在」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社インテージ

５ 担当部局 〒4600003 愛知県名古屋市中区
錦２1819 三井住友銀行名古屋ビル 中日
本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部
契約課 電話0522221209

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 72

 Nature and quantity of the services to be

required : Customer Satisfaction Survey

 Expected date of the contract award :

September, 8, 2020

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : b Absence

of competition for technical reasons

 Contact point for tender documentation :

Contract division, General Affairs and

Corporate Strategy Department, Nagoya

Branch, Central Nippon Expressway Com‑

pany Limited 21819, Nishiki, Naka‑ku,
Nagoya, 4600003, Japan TEL 052222
1209
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