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 Nature and quantity of the products to be
procured : Improvements of JAXA Finan‑
cial Accounting System and Asset Manage‑
ment System
 Expected date of the contract award : 4
November 2021

 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 : Teppei Shi‑
buki, General Procurement Office, Procure‑
ment Department, JAXA, Sengen 211,
Tsukuba‑city, Ibaraki, 3058505 Japan.
TEL : 07011702410,
E‑mail : tender-kei2@ml.jaxa.jp

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 10 月 15 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
三重中央医療センター院長 田中 滋己

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 24
〇第 07806 号（№07806）
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 病院情報システム保
守 一式

２ 随意契約の予定日 令和３年11月25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 随契契約を予定している相手方の名称
富士通Ｊａｐａｎ㈱

５ 担当部局 〒5141101 三重県津市久居明神
町2158番地５ 独立行政法人国立病院機構三重
中央医療センター企画課長 小島 博徳 電話
0592591211
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Maintenance of Hospital Infor‑

mation System 1 set

 Expected date of the contract award :

November 25, 2021

 Reasons for the use of single tendering

procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : b Ab‑

sence of Competition for Technical Rea‑

sons

 Contact point for the notice : Hironori

Kojima, Director, Accounting Division, Na‑

tional Hospital Organization Mie Chuo Me‑

dical Center, 21585 Hisaimyojin‑cho, Tsu‑
shi, Mie‑ken 5141101, Japan. TEL 059
2591211

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 10 月 15 日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構

沖縄病院長 川畑 勉
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 47
〇第 15602 号（№15602）
１ 調達内容
 品目分類番号 ４
 購入等件名及び数量 エブリスディドライ
シロップ60mg 70瓶

２ 随意契約の予定日 令和３年10月18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
株式会社スズケン沖縄薬品

５ 担当部局 〒9012214 沖縄県宜野湾市我如
古３2014 独立行政法人国立病院機構沖縄
病院 企画課長 池間 忍 電話098898
2121 内線259
６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 4

 Nature and quantity of the products to be

purchased : EVRYSDI Dry Syrup 60mg

70vial

 Expected date of the contract award : Oc‑

tober 18, 2021

 Reasons for the use of single tendering

procedures as provided for in the Agree‑

ment on Government Procurement : b Ab‑

sence of Competition for Technical Rea‑

sons

 Contact point for the notice : Shinobu

Ikema, Director, Accounting Division, Na‑

tional Hospital Organization Okinawa Hos‑

pital, 32014 Ganeko Ginowanshi Oki‑
nawaken 9012214, Japan. TEL098898
2121 ext. 259

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 10 月 15 日
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター

理事長 中込 和幸

◎調達機関番号 821 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 ４
 調達件名及び数量
 エブリスディドライシロップ60㎎ 30本
 ユプリズナ点滴静注100㎎ ３本

２ 随意契約の予定日 令和３年11月４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
 東邦薬品株式会社
 株式会社スズケン
５ 問い合わせ先 〒1878551 東京都小平市小
川東町４１１ 国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センター財務経理部財務経理
課第一契約係 電話0423461761
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 4
 Nature and quantity of the products to be
procured :
 EVRYSDI Dry Syrup 60mg
 UPLIZNA for intravenous infusion
 Expected date of the contract award : 4
November, 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 : Person in
charge of Administration Section contract,
National Center of Neurology and Psyc‑
hiatry, 411, Ogawahigashimachi Ko‑
daira‑shi, Tokyo 1878551, Japan. TEL
0423461761

随意契約に関する公示
日本電信電話株式会社公告 18 号
次のとおり随意契約について公示します。
令和３年 10 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 21000051 号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 超高真空高融点金属
成膜装置

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 10 月 15 日

国立研究開発法人理化学研究所
契約業務部長 星野 聡

◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 11
〇2021 第 45 号
１ 調達内容
 品目分類番号 24
 購入等件名及び数量 高真空合金単結晶育
成装置 一式

２ 随意契約の予定日 令和３年11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
日本カンタム・デザイン株式会社

５ 問い合わせ先 〒3510198 埼玉県和光市広
沢２番１号 国立研究開発法人理化学研究所
契約業務部 契約第１課 水村 秀一 電話
05035007848
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 24
 Nature and quantity of the products to be
purchased : High Vacuum Laser Floating
Zone Furnace 1 set
 Expected date of the contract award : 5,
Nov, 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 : Hidekazu

Mizumura, Contract Section‑Ⅰ, Contract
Management Division, RIKEN, 21, Hi‑
rosawa, Wako‑shi, Saitama, 3510198, Ja‑
pan, TEL 05035007848.
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