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６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Software development service
to accompanying with the improvement of

the national pension premium payment no‑

tice making Software development ser‑
vice for output of pension enrollment rec‑

ord for pension distribution estimation

 Expected date of the contract award : Oc‑

tober 5 2021

 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 : Yousuke

Hosoyama, Accounts Office, Pension Ser‑

vice Planning Division, Pension Bureau,

Ministry of Health, Labour and Welfare,

122, Kasumigaseki, Chiyoda‑ku,

Tokyo, 1008916, Japan TEL 035253
1111 ext. 3550

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９月 15 日
独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構
契約職 理事長代理 中村 貴志

◎調達機関番号 602 ◎所在地番号 14
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 特殊車両通行許可等
業務支援システム仮想サーバ賃貸借及び保守
単価契約（令和３年度） 一式

２ 随意契約の予定日 令和３年９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
株式会社ニッセイコム

５ 担当部局 〒2200011 神奈川県横浜市西区
高島１１２ 横浜三井ビルディング５階
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
経理部経理課 松永 頌子 電話045228
5964

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Platform (cloud service) supply

for Oversize／Overweight vehicle traffic
permission and illegal vehicle control busi‑

ness assistant system 1 set

 Expected date of the contract award : 30,

September, 2021

 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 : Shoko Mat‑

sunaga, Accounting Division, Finance De‑

partment, Japan Expressway Holding and

Dept Repayment Agency, 112 Ta‑
kashima, Nishi‑ku, Yokohama‑shi, Ka‑

nagawa‑ken, 2200011 JAPAN. TEL 045
2285964

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９月 15 日
独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構
契約職 理事長代理 中村 貴志

◎調達機関番号 602 ◎所在地番号 14
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 特殊車両通行許可等
業務支援システム保守業務（令和３年度）
一式

２ 随意契約の予定日 令和３年９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
株式会社建設技術研究所

５ 担当部局 〒2200011 神奈川県横浜市西区
高島１１２ 横浜三井ビルディング５階
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
経理部経理課 松永 頌子 電話045228
5964

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Maintenance work of Oversize／
Overweight vehicle traffic permission and

illegal vehicle control business assistant

system 1 set

 Expected date of the contract award : 30,

September, 2021

 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 : Shoko Mat‑

sunaga, Accounting Division, Finance De‑

partment, Japan Expressway Holding and

Dept Repayment Agency, 112 Ta‑
kashima, Nishi‑ku, Yokohama‑shi, Ka‑

nagawa‑ken, 2200011 JAPAN. TEL 045
2285964

随意契約に関する公示
日本電信電話株式会社公告第 14 号
次のとおり随意契約について公示します。
令和３年９月 15 日
日本電信電話株式会社
情報ネットワーク総合研究所
企画部 総務経理グループ
会計契約担当課長 加藤 征隆

◎調達機関番号 109 ◎所在地番号 13
〇整理番号 情企会 第 21000038 号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 スピントロニクス材
料蒸着装置

２ 随意契約の予定日 令和３年10月５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
株式会社エイコー

５ 問い合わせ先 日本電信電話株式会社 情報
ネットワーク総合研究所 企画部 総務経理グ
ループ 会計契約担当
〒1808585 東京都武蔵野市緑町３９11
電話（0422）592749

６ Summary
 Classification of the products to be pro‑

cured : 26
 Nature and quantity of the products to be

purchased :

Product : Spintoronics evaporatioin sys‑

tem

Quantity : 1 set
 Expected date of the contract award :

Oct. 5. 2021
 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 : Accounting

and Contract Section Administration and

Accounting Group Planning Department

NTT Information Network Laboratory

Group Nippon Telegraph and Telephone

Corporation Attn.

3911 Midori‑cho Musashino‑shi

Tokyo 1808585 Japan Telephone : 0422
592749

随意契約に関する公示
日本電信電話株式会社公告第 15 号
次のとおり随意契約について公示します。
令和３年９月 15 日
日本電信電話株式会社
情報ネットワーク総合研究所
企画部 総務経理グループ
会計契約担当課長 加藤 征隆

◎調達機関番号 109 ◎所在地番号 13
〇整理番号 情企会 第 21000039 号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 面内磁場印加機構付
きプローバ装置

２ 随意契約の予定日 令和３年10月５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 ｅ「研究開発による
原型」
４ 随意契約を予定している相手方の名称
株式会社東栄科学産業

５ 問い合わせ先 日本電信電話株式会社 情報
ネットワーク総合研究所 企画部 総務経理グ
ループ 会計契約担当
〒1808585 東京都武蔵野市緑町３９11
電話（0422）592750
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