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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 10 月 30 日

日本私立学校振興・共済事業団
理事長 清家 篤

◎調達機関番号 404 ◎所在地番号 13
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 調達件名及び数量 令和２年版 生涯生活
設計にかかるガイドブックの購入（２種類各
14000部）

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
る協定を改正する議定書の附属書」の規定上の
理由 第十三条第１項 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
一般財団法人教職員生涯福祉財団

５ 担当部局 〒1138441 東京都文京区湯島
１７５ 日本私立学校振興・共済事業団
財務部契約課 西井 佑実 電話033813
8542
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑

cured : 26
 Nature and quantity of the products to be

purchased : Guide Books for total life de‑

sign 14,000 sets of 2 books.
 Expected date of the contract award : 20

November, 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 : Contract

Div., Finance and Accounting Dept. The

Promotion and Mutual Aid Corporation for

Private Schools of Japan. 175 Yushima
Bunkyo‑ku, Tokyo 1138441 Japan TEL
0338138542

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 30 日
契約担当者
株式会社国際協力銀行
財務・システム部門 管理部長 荒木真左夫

◎調達機関番号 129 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 63
 調達役務等件名及び数量 ウッドマッケン
ジー資源情報サービス 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年11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「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
ウッドマッケンジー・ジャパン株式会社

５ 担当部局 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 財務・
システム部門 管理部第１課 平本 英紀 電
話0352189212
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 63

 Nature and quantity of the services to be

required : Research services (Wood Mac‑

kenzie), 1 set

 Expected date of the contract award :

30th November 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 :

HIRAMOTO Hideki, Division 1, Adminis‑

tration and General Services Department,

Treasury and Systems Group, Japan Bank

for International Cooperation ; 41, Oh‑
temachi 1‑chome Chiyoda‑ku Tokyo 100
8144 Japan, Tel 0352189212

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 30 日
契約担当者
株式会社国際協力銀行
財務・システム部門 管理部長 荒木真左夫
◎調達機関番号 129 ◎所在地番号 13
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達役務等件名及び数量 ＩＴ基盤にかか
るVMwareバージョンアップ及びリソース
増強 一式

２ 随意契約の予定日 令和２年11月19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
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

５ 担当部局 〒1008144 東京都千代田区大手
町１４１ 株式会社国際協力銀行 財務・
システム部門 管理部第１課 平本 英紀 電
話0352189212
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Upgrading of VMware software

of information systems infrastructure and

resource augmentation, 1 set

 Expected date of the contract award :

19th 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 :

HIRAMOTO Hideki, Division 1, Adminis‑

tration and General Services Department,

Treasury and Systems Group, Japan Bank

for International Cooperation ; 41, Oh‑
temachi 1‑chome Chiyoda‑ku Tokyo 100
8144 Japan, Tel 0352189212

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 30 日
契約責任者
株式会社かんぽ生命保険 常務執行役

田中 元則
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入品名及び数量 ＣＩＯリサーチ／テク
ノロジリサーチにおけるデータ提供サービス
の利用 一式

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 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
ガートナージャパン株式会社

５ 担当部局 〒1008794 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12階 株式会社かんぽ生命保険総務部契約
担当 宮宅 宏和 電話0334772581
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : The use of the data offer ser‑

vice in a CIO research and the technology

research

 Expected date of the contract award : 20

November 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 : Hirokazu

Miyake, General Affairs Department, JA‑

PAN POST INSURANCE Co., Ltd. Ote‑

machi Place Westtower 31 Otemachi 2‑
chome Chiyoda‑ku Tokyo 1008794 TEL
0334772581

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 30 日

契約等担当職 日本中央競馬会
法務部 契約室長 田原 克彦

◎調達機関番号 236 ◎所在地番号 13
〇２日競プロモサ第 14 号
１ 調達内容
 品目分類番号 73
 購入等件名及び数量 2021年度テレビＣＭ
等制作（2021年度年間プロモーション） 一
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 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
㈱博報堂





		2020-10-29T15:21:56+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




