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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。
令和２年９月 16 日
契約担当役
国立大学法人千葉大学事務局長 松浦 晃幸
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 12
〇第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 購入等件名及び数量
高性能デスクトップパソコン 100台

２ 随意契約の予定日 令和２年10月９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
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

５ 担当部門 〒2608677 千葉市中央区亥鼻
１８１ 千葉大学医学部附属病院管理課用
度係 尾﨑 智 電話0432262236
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products to be

purchased : High performance desktop per‑

sonal computer 100 Sets

 Expected date of the contract award : 9

October, 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 : Tomo

Ozaki, Procurement Section, Accounting

Division, Chiba University Hospital, 18
1 Inohana Chuo‑ku Chiba‑shi 2608677 Ja‑
pan, TEL 0432262236

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９月 16 日
国立大学法人東京農工大学学長 千葉 一裕
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 借入件名及び数量 電子計算機システム
（借入期間延長） 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年11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「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
ユニアデックス株式会社

５ 担当部門 〒1838538 東京都府中市晴見町
３８１ 東京農工大学財務課契約係長 岩
田 憲保 電話0423675525
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 14

 Nature and quantity of the products to be

rent : A Computer System Extension Lease

1 Set

 Expected date of the contract award : 2

November, 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 the notice : Iwata

Noriyasu, Section Chief for Contract and

Purchase Section, Financial Affairs Office,

Tokyo University of Agriculture and Tech‑

nology, 381 Harumi‑cho, Fuchu‑shi,
Tokyo 1838538 Japan, TEL 042367
5525

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９月 16 日

契約担当役
国立大学法人名古屋工業大学

事務局長 齊藤 修
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 電界放出形走査電子
顕微鏡遠隔観察システム及び自動観察システ
ム 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年10月30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
日本電子株式会社

５ 担当部門 〒4668555 名古屋市昭和区御器
所町字木市29番 名古屋工業大学経理課調達係
長 藤井 麻美 電話0527355039
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Remote observation system and

automatic observation system for field‑

emission type scanning electron microscope

1 Set

 Expected date of the contract award : 30

October, 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 the notice : Mami Fujii,

Accounting Division, Nagoya Institute of

Technology, Gokiso‑cho Showa‑ku

Nagoya‑shi 4668555 Japan, TEL 052
7355039

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９月 16 日

契約担当役
国立大学法人名古屋工業大学

事務局長 齊藤 修
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 原子分解能分析電子
顕微鏡用遠隔観察システム及び試料ホルダー
一式

２ 随意契約の予定日 令和２年10月30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
日本電子株式会社

５ 担当部門 〒4668555 名古屋市昭和区御器
所町字木市29番 名古屋工業大学経理課調達係
長 藤井 麻美 電話0527355039
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Remote Observation System

and Telemetry Sample Holder for Atomic

Resolution Analytical Electron Microscope

1 Set

 Expected date of the contract award : 30

October, 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 the notice : Mami Fujii,

Accounting Division, Nagoya Institute of

Technology, Gokiso‑cho Showa‑ku

Nagoya‑shi 4668555 Japan, TEL 052
7355039
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