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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
株式会社日立製作所

５ 担当部局 〒1008916 東京都千代田区霞が
関１２２ 厚生労働省大臣官房会計課経理
室契約班契約第一係 三瓶 貴弘 電話03
52531111（内線7195）

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 10 月 27 日
国立研究開発法人理化学研究所横浜事業所
契約担当役 研究支援部長 冨田 久行

◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 14
〇2020 横浜第 14 号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 600MHz ＮＭＲ用
高感度三重共鳴検出器 １式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月20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
ブルカージャパン株式会社

５ 問い合わせ先 〒2300045 神奈川県横浜市
鶴見区末広町１丁目７番22号 国立研究開発法
人理化学研究所 横浜事業所 契約課 大和田
幸子 電話0455039122
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : 600MHz High Sensitivity Tri‑

ple Resonance Probe 1 set

 Expected date of the contract award :

Noveｍber 20, 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 : Sachiko

Owada, Contracts Section, Yokohama

Branch, RIKEN. 1722, Suehiro‑cho,
Tsurumi‑ku, Yokohama‑shi, Kanagawa,

2300045, Japan, TEL 0455039122.

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 10 月 27 日

契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 福岡 伸博

◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 随意契約に付する事項 マーケティングＰ
ＤＣＡツールにおけるＤＢ強化対応及びＣＡ
Ｔシステム更改対応に係る作業等の委託

２ 随意契約の予定日 令和２年11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
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

５ 担当部 〒1008793 東京都千代田区大手町
二丁目３番１号大手町プレイスウエストタワー
株式会社ゆうちょ銀行 コーポレートスタッ
フ部門総務部（契約担当）担当 花澤 洋一
電話0334771710

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Consignment of work related to

Database enhancement and CAT system re‑

newal support in marketing PDCA tools

 Expected date of the Contract award : 17

November 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 : Youichi Ha‑

nazawa, General Affairs Department, Cor‑

porate Administration Division, JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

Westtower 231 Otemachi Chiyoda‑ku
Tokyo 1008793, Japan. TEL 033477
1710

落 札 者 等 の 公 示

東日本電信電話株式会社公告第 36 号
次のとおり落札者等について公示します。
令和２年 10 月 27 日 東日本電信電話株式会社 関東病院長 亀山 周二

（東京都品川区東五反田５９22）
［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

◎調達機関番号 125 ◎所在地番号 13
22、31 電気 一式 購入等 一般  2. 8.18 九電みらいエナジー株式会社 福岡
県福岡市中央区渡辺通２４８ 247800232円  2. 6.26 最低価格

落 札 者 等 の 公 示

東日本電信電話株式会社公告第 37 号
次のとおり落札者等について公示します。
令和２年 10 月 27 日 東日本電信電話株式会社 関東病院長 亀山 周二

（東京都品川区東五反田５９22）
［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

◎調達機関番号 125 ◎所在地番号 13
22、31 ガス 一式 購入等 随意  2. 9.30 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 95886191円  2. 6.26 ａ「不落」

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : System renovation modification

due to revision of the Pension Life Support

Benefits Act

 Expected date of the contract award :

November, 17, 2020

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in Agreement on

Government Procurement : b Protection of

Exclusive Rights

 Contact point for the notice : Sampei Ta‑

kahiro, Procurement Section, Accounts Di‑

vision, Minister's Secretariat, Ministry of

Health, Labour and Welfare, 122 Ka‑
sumigaseki Chiyoda‑ku Tokyo 1008916
Japan TEL 0352531111 (ext. 7195)
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