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 Contact point for the notice : Takayuki

Takayama, Financial Affairs Division, Fi‑

nancial Affairs Department,Utsunomiya

University, 350 Mine‑machi Utsunomiya‑shi

3218505 Japan, TEL 0286495062

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３年７月 12 日
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学長

塩﨑 一裕
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 29
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 熱／電気物性評価装
置 磁場制御ユニット 一式

２ 随意契約の予定日 令和３年８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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
日本カンタム・デザイン株式会社

５ 担当部門 〒6300192 奈良県生駒市高山町
891619 奈良先端科学技術大学院大学管理部
会計課契約係 岩田 晶子 電話074372
5041
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 24

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Physical Properties Measure‑

ment System : Magnetic Field Control Unit

1 Set

 Expected date of the contract award : 2

August, 2021

 Reasons for the use single tendering

procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : d In‑

terchangeability

 Contact point for the notice : Akiko

Iwata, Procurement Section, Finance Divi‑

sion, Administrative Affairs Department,

Nara Institute of Science and Technology,

891619 Takayama‑cho Ikoma‑shi Nara‑
ken 6300192 Japan, TEL 0743725041

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Additional development of LM

system associated with the development of

information system, for January 2022

 Expected date of the Contract award : 2

August 2021

 Reasons for the use single tendering pro‑

cedures as provided for in the Agreement

on Government Procurement : d Inter‑

changeability

 Contact Point for the notice : Youichi Ha‑

nazawa, General Affairs Department, Cor‑

porate Administration Division, JAPAN

POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place

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

〇支出負担行為担当官 参議院庶務部会計課長 高嶋 久志 （東京都千代田区永田町１７１）
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
14、71、27 ＬＡＮ用クライアントパーソナルコンピュータ等一式賃貸借及び保守等業務 
借入 随意  3. 5.14 ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング㈱ 東京都港区三田３1316
及びＮＥＣキャピタルソリューション㈱ 東京都港区港南２15３ 661320000円 
3. 2.26 ａ「不落」

〇支出負担行為担当官 会計担当内閣参事官 齊藤 馨 （東京都千代田区永田町１６１）
◎調達機関番号 005 ◎所在地番号 13
73 北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールに関する支援業務 一式 購入等 一般
 3. 5.14 ステッチ株式会社（東京都千代田区岩本町２４１神田岩本町プラザビル８階）
19602224円  3. 3.24 最低価格

〇支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 坂井 功 （沖縄県那覇市おもろまち２
１１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
６ 首里城正殿構造材（大径材）購入 購入等 一般  3. 6.14 佐藤木材株式会社
奈良県天理市新泉町378番地 397728320円  3. 4. 5 最低価格 744873250円

〇支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 貝沼 諭 （東京都千代田区霞が関２
１２）

◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
73 交通広告の掲出に係る業務委託 １式 購入等 一般  3. 6. 3 協立広告㈱
東京都新宿区荒木町13番地８協立ビル 14790600円  3. 4.12 最低価格

〇支出負担行為担当官 復興庁会計担当参事官 増田 直樹 （東京都千代田区霞が関３１１）
◎調達機関番号 023 ◎所在地番号 13
71、27 令和３年度外国人向けウェブサイトの運用・保守業務 一式 購入等 一般 
3. 5.25 株式会社ビー・オー・スタジオ 東京都渋谷区南平台町２12 33660000円 
3. 3.26 最低価格
14 令和３年度複合機の賃貸借及び保守等業務 一式 借入 一般  3. 6.16 富士
フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都江東区豊洲２２１ 18665143
円  3. 4. 7 最低価格

落 札 者 等 の 公 示
次のとおり落札者等について公示します。
令和３年７月 12 日

［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

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３年７月 12 日

契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 櫻井 重行

◎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 2022年１月向け情
報系システムの開発に伴うＬＭシステムの追
加開発

２ 随意契約の予定日 令和３年８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 ｄ「互換性」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
データ・フォアビジョン株式会社

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
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