
様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

1
令和4年度　Microsoft Azureラ
イセンス購入（単価契約）

一式 4月上旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

○
①一般
②R4.7

2
令和4年度　SKYSEAライセン
ス購入

一式 4月上旬 - - - 同上 同上
①随契
②R4.7

3
令和4年度　道路事業関連シ
ステム等ソフトウェアライセン
ス購入

一式 6月中旬 - - - 同上 同上
①一般
②R4.9

4
令和4年度　情報セキュリティ
リスク診断業務

一式 6月中旬 - - - 役務の提供等 同上
①一般
②R4.12

5

令和4年度　VDI及びクライア
ント端末用ソフトウェアライセン
ス購入
Procurement of licenses for
the Virtual Desktop
Infrastructure and　client
terminals

一式
1set

6月中旬
The middle of June

-
4月下旬

The late in April
-

物品の製造又は販売
Manufacturing or Selling

of products

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
03-3506-0212/03-3506-0341

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②R4.9

6
令和4年度　マイクロソフトプレ
ミアサポート業務

一式 7月上旬 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①随契
②R4.7

特定調達予定案件一覧
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of
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 の予定時期
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 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期
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 announcement to

 request for
 comments on draft
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行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

7
令和4年度　統合ログ管理シス
テム用ソフトウェアライセンス
購入

一式 7月上旬 - - - 物品の製造又は販売 同上
①一般
②R4.11

8
令和4年度　ワークフローシス
テム用ソフトウェア保守業務
（再更新）

一式 8月中旬 - - - 同上 同上
①一般
②R4.11

9
令和5年度　ワークフローシス
テムソフトウェアライセンス購
入

一式 9月上旬 - - - 同上 同上
①一般
②R5.1

10
令和4年度　ジョブ管理ソフト
ウェア等サポートライセンス購
入

一式 10月上旬 - - - 同上 同上
①一般
②Ｒ5.2

11
令和4年度　USBキー購入
Procurement of USB key

一式
1set

1月上旬
The early in January

-
10月下旬

The late in October
-

物品の製造又は販売
Manufacturing or Selling

of products

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②R6.3

12
令和4年度　Notesソフトウェア
ライセンス購入

一式 1月中旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①一般
②R5.4
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

13
令和4年度　MicrosoftAzureラ
イセンス購入

一式 2月中旬 - - - 同上 同上
①一般
②R5.5

14
令和4年度　運用監視ソフト
ウェアライセンス購入

一式 2月中旬 - - - 同上 同上
①一般
②R5.5

15

令和4年度　モバイルアクセス
システムライセンス購入
Procurement of licenses for
the mobile devices

一式
1set

2月中旬
The middle of

February
-

11月下旬
The late in November

-
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②R5.5

16
管理会計システムソフトウェア
ライセンス調達

一式 6月上旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①一般
②R4.6

17
自動車給油サービス契約
Car refueling service contract

一式
1set

6月上旬
The early in June

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②R6.9

18

事務用消耗品等インターネット
購入単価契約
Internet purchase unit price
contract for office
consumables,

一式
1set

6月上旬
The early in June

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R6.9
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
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入札公告/公示
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Notes

特定調達予定案件一覧

19

自動車メンテナンスリース契約
Car maintenance lease
contract

一式
1set

6月上旬
The early in June

- - ○
役務の提供等

Provision of services
同上

The same as the above
○

①一般
②R9.12

20

引越荷物運送単価契約
Moving baggage transportation
unit price contract

一式
1set

8月上旬
The early in August

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R6.10

21
固定電話通信サービス提供業
務

一式 4月中旬 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①一般
②R6.10

22
令和4年度　採用広報ツール
制作業務

一式 4月中旬 - - - 同上 同上
①随契
②R4.12

23
令和5年度　企業・事業理解広
報業務

一式 12月 - - - 同上 同上
①随契
②R6.5

24 CSR活動新聞広告業務 一式 8月 - - - 同上 同上
①随契
②R4.12

25
令和5年度 露出記事広告換算
業務

一式 3月 - - - 同上 同上
①随契
②R6.3
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of
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（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

26

北海道支社管内受電所　電気
受給
Receive electricity to use in
Hokkaido branch office area.

130,000,0
00 kWh
Quantity
130,000,0
00 kWh

10月上旬
The early in October

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

Procurement & Contract Section, Technology
&Procurement Department, Hokkaido Regional
Head office, East Nippon Expressway Company
Limited, 5-12-30, Oyachi-nishi, Atsubetsu-ku,

Sapporo-shi, Hokkaido

○
①一般

②R5.4～R8.3

27
CCTVカメラ購入 10台 7月中旬

- - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

①一般
②R5.4～R5.9

28
除雪車購入
Procurement of　Snowplows

8台
Quantity

8

8月下旬
The late in August

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

Procurement & Contract Section, Technology
&Procurement Department, Hokkaido Regional
Head office, East Nippon Expressway Company
Limited, 5-12-30, Oyachi-nishi, Atsubetsu-ku,

Sapporo-shi, Hokkaido

○
①一般

②R4.11～
R5.9

29
湿塩散布車購入
Procurement of　Pre-wetting
Salt Spreading　Vehicles

7台
Quantity

7

8月下旬
The late in August

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R4.11～

R5.9

30
ロータリー除雪車購入
Procurement of　Rotary
snowplows

2台
Quantity

2

4月下旬
The late in April

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R4.7～R5.9

31
令和5年度北海道支社管内リ
ニューアル工事広報 一式 12月下旬 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

①随契
②R6.3.31
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
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競争参加資格
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businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

32
令和5年度北海道支社企業理
解広報 一式 12月下旬 - - - 同上 同上

①随契
②R6.5.31

33
北海道支社ハイウェイＳｈｏｗＡ
ｒｅａ運営業務

一式 1月 - - - 同上 同上
①随契

②Ｒ5.3～Ｒ
5.11

34
北海道スマホスタンプラリー運
営業務

一式 1月 - - - 同上 同上
①随契

②Ｒ5.3～Ｒ6.6

35
北海道支社ドライブガイド作成
業務

一式 1月 - - - 同上 同上
①随契

②Ｒ5.3～Ｒ6.6

36 北海道支社企画割引広報業務 一式 1月 - - - 同上 同上
①随契

②R5.3～R6.6

37

磁気カード方式料金収受機械
購入
Procurement of　toll collection
equipment

一式
1set

4月
April

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling of
products

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

Procurement & Contract Section, Technology
&Procurement Department, Hokkaido Regional
Head office, East Nippon Expressway Company
Limited, 5-12-30, Oyachi-nishi, Atsubetsu-ku,

Sapporo-shi, Hokkaido

○
①一般

②R5.4～R7.3
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of
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 仕様書案に対する
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 comments on draft
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行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

38
令和4年度　北海道支社管内
レシート発行方式料金収受機
械購入

一式 4月 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社北海道支社
技術部調達契約課

札幌市厚別区大谷地西5-12-30
011-896-5777/011-896-5339

①随契
②R5.4～R7.3

39 北海道支社除雪広報業務 一式 8月 - - - 役務の提供等 同上
①随契

②R4.10～
R5.5

40
令和４年度　北海道支社交通
安全広報業務

一式 4月 - - - 同上 同上
①随契
②R5.3

41
ハイウェイフェスタとうほく2022
運営業務

一式 4月中旬 - - - 同上

東日本高速道路株式会社東北支社
技術部調達契約課

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1
022-395-7574/022-398-8504

①一般
②R4.7～

R4.11

42
令和4年度　秋田自動車道周
年広報業務

一式 5月中旬 - - - 同上 同上
①随契

②R4.7～
R4.11

43
東北支社管内　事務所備品購
入（その1）

一式 10月 - - - 物品の製造又は販売 同上
①一般
②Ｒ5.3

44
東北支社管内　事務所備品購
入（その2）

一式 12月 - - - 同上 同上
①一般
②Ｒ5.5
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

45
東北支社管内　事務所備品購
入（その3）

一式 3月 - - - 同上 同上
①一般
②Ｒ5.8

46
トラクターショベル購入
Procurement of　Tractor
Shovel

12台
Quantity

12

7月中旬
The middle of July

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社東北支社
技術部調達契約課

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1
022-395-7574/022-398-8504

Procurement & Contract Section,Technology
& Procurement Department,Tohoku Regional

Head Office,East Nippon Expressway
CompanyLimited 1-1-1, Tsutsujigaoka, Miyagino-

ku, Sendai-shi,Miyagi-ken

○
①一般

②R4.11～
R5.11

47

磁気カード方式料金収受機械
購入
Procurement of　toll collection
equipments

370台
Quantity

370

10月下旬
The late in October

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R7.3.31

48 灯油及びA重油購入単価契約

灯油
400,000L
A重油
33,000L

7月中旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社東北支社
秋田管理事務所

秋田県秋田市上北手古野字大繋沢30-2
018-826-1700/018-826-1703

①一般
②R4.10～

R6.11

49
令和4年度　鶴岡管理事務所
管内灯油購入単価契約

灯油
270,000L

8月 - - - 同上

東日本高速道路株式会社東北支社
鶴岡管理事務所

山形県鶴岡市小淀川字谷地田90
0235-22-8766/0235-22-8769

①一般
②Ｒ4.10～Ｒ

6.4.30

50
令和5年度　NEXCO東日本関
東支社　広報活動支援及びメ
ディア広報業務

一式 2月 - - -
役務の提供等

東日本高速道路株式会社関東支社
技術部調達契約課

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
048-631-0020/048-631-0021

①随契
②R5.4～R6.5
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

51
令和4・5年度　関東支社管内
高速道路リニューアルプロジェ
クト広報業務

一式 8月下旬 - - - 同上 同上
①随契
②R5.2

52

磁気カード方式料金収受機械
購入
Procurement of　toll collection
equipments

1500台
Quantity

1500

7月上旬
 The early in Ｊｕｌｙ

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling
of products

東日本高速道路株式会社関東支社
技術部調達契約課

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
048-631-0020/048-631-0021

Procurement & Contract Section,Technology
& Procurement Department,KantoRegional

Head Office,East Nippon Expressway Company
Limited1-11-20,Sakuragi-cho,Omiya-ku,Saitama-

shi,Saitama-ken

○
①一般
②R7.3

53
更新用料金収受機械購入(レ
シート区間）

150台
7月上旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社関東支社
技術部調達契約課

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
048-631-0020/048-631-0021

①随契
②R7.3

54
標識車購入
Procurement of　Truck with
traffic sign

9台
Quantity

9

6月上旬
The early in June

- - ○
物品の製造又は販売

Manufacturing or Selling of
products

東日本高速道路株式会社関東支社
技術部調達契約課

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
048-631-0020/048-631-0021

Procurement & Contract Section,Technology
& Procurement Department,KantoRegional

Head Office,East Nippon Expressway Company
Limited1-11-20,Sakuragi-cho,Omiya-ku,Saitama-

shi,Saitama-ken

○
①一般
②R5.6

55
除雪車購入
Procurement of　Snowplows

15台
Quantity

15

6月上旬
The early in June

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R5.10
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

56
湿塩散布車購入
Procurement of　Pre-wetting
Salt Spreading　Vehicles

6台
Quantity

6

6月上旬
The early in June

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R5.10

57
トラクターショベル購入
Procurement of　Tractor
Shovel

5台
Quantity

5

9月上旬
The early in
September

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R5.10

58
電気受給
Receive electricity to use

479,000,0
00kWh

Quantity
479,000,0
00 kWh

10月上旬
The early in October

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R5.4.1～

R8.3.31

59
電気受給
Receive electricity to use

72,000,00
0kWh

Quantity
72,000,00

0 kWh

10月上旬
The early in October

- - ○
同上

The same as the above
同上

The same as the above
○

①一般
②R5.4.1～

R8.3.31

60
トラクターショベル購入
Procurement of　Tractor
Shovel

12台
Quantity

12

7月上旬
The early in

July
- - ○

物品の製造又は販売
Manufacturing or Selling

of products

東日本高速道路株式会社新潟支社
技術部調達契約課

新潟県新潟市中央区天神1-1
025-241-5116/025-241-5191

Procurement & Contract Section, Technology
&Procurement Department, Niigata Regional

Headoffice, East Nippon Expressway Company
Limited,1-1, Tenjin, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata-

ken

○
①一般

②R4.11～
R5.12

61
ロータリー除雪車購入
Procurement of　Rotary
snowplows

9台
Quantity

9

7月上旬
The early in

July
- - ○

同上
The same as the above

同上
The same as the above

○
①一般

②R4.11～
R5.12
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

62
標識車購入
Procurement of　Truck with
traffic sign

14台
Quantity

14

7月上旬
The early in

July
- - ○

同上
The same as the above

同上
The same as the above

○
①一般

②R4.11～
R5.10

63
除雪車購入
Procurement of　Snowplows

26台
Quantity

26

7月上旬
The early in

July
- - ○

同上
The same as the above

同上
The same as the above

○
①一般

②R4.11～
R6.12

64
湿塩散布車購入
Procurement of　Pre-wetting
Salt Spreading　Vehicles

5台
Quantity

5

7月上旬
The early in

July
- - ○

同上
The same as the above

同上
The same as the above

○
①一般

②R4.11～
R5.12

65

磁気カード方式料金収受機械
購入
Procurement of　toll collection
equipments

一式
1set

5月下旬
The late in

May
- - ○

同上
The same as the above

同上
The same as the above

○
①一般

②R6.5下旬

66 広報活動実施業務 一式 1月 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社新潟支社
技術部調達契約課

新潟県新潟市中央区天神1-1
025-241-5116/025-241-5191

①随契
②R5.3～R6.6

67
長岡管理事務所管内　低濃度
PCB運搬処分業務

一式 4月上旬 - - - 同上 同上
①一般
②R5.7

68 灯油購入単価契約
1,010,000

Ｌ
8月 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社新潟支社
湯沢管理事務所

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立1159
025-784-3921／025-785-6131

①一般
②R4.10～

R5.4
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

69 A重油購入単価契約 155,000Ｌ 9月下旬 - - - 同上

東日本高速道路株式会社新潟支社
上越管理事務所

新潟県上越市大字富岡字引田1717-1
025-522-1141/025-524-6293

①一般
②R4.11～

R5.4

70
令和4年度　リモートアクセス
システム用VPN機器等賃貸借

一式 4月中旬 - - - 同上 同上
①一般
②R5.4

71

令和4年度　無線LANシステム
機器等賃貸借
The Leasing of Wireless Lan
System, and their
maintenance

一式
1 set

5月下旬
The late in May

-
2月下旬

The late in February
-

役務の提供等
Provision of services

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
03-3506-0212/03-3506-0346

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②Ｒ5.1

72
令和4年度　モバイルアクセス
システム機器等賃貸借

一式 9月中旬 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
03-3506-0212/03-3506-0346

①一般
②R4.12

73

令和5年度　ワークフローシス
テム機器等賃貸借
Workflow System equipment
lease

一式
1set

10月上旬
The early in October

-
7月上旬

The early in July
-

役務の提供等
Provision of services

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
03-3506-0212/03-3506-0346

Procurement & Contract Section,Accounting
&Finance Department,General Affairs &

Accounting Division, East Nippon Expressway
Company Limited,3-3-2

Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo

○
①一般
②R5.7

74
ワークフローシステム機器等
賃貸借（令和4年度　再リース）

一式 1月上旬 - - - 役務の提供等

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①随契
②R5.2
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様式２４（特定調達予定案件一覧）

東日本高速道路株式会社

番号
No

調達予定物品名
Products to
be procured

予定数量
Volume

入札公告/公示
の予定時期
The date of

announcement of
procurement

 資料提供招請
 の予定時期
 The date of

 announcement
 to request for
 submission

 of documents

 仕様書案に対する
 意見招請の予定時期

 The date of the
 announcement to

 request for
 comments on draft

 specifications

行政サービスの継続性の観点
から既存の仕様を繰り返し採

 用する案件か否か
 Whether the current specifications

 will be kept for FY 2022

競争参加資格
の業種区分

The categories of
businesses for
qualification

調達機関名・照会先
（住所・TEL/FAX番号）

Entity's name
Address/Tel/Fax

種

別

備　　考
Notes

特定調達予定案件一覧

75
経理関連システム機器等賃貸
借（令和4年度再リース）

一式 1月中旬 - - - 同上 同上
①随契
②R5.2

76
令和4年度　全周囲道路映像
システムライセンス購入

一式 6月上旬 - - - 物品の製造又は販売

東日本高速道路株式会社
本社総務・経理本部経理財務部調達企画課

東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL　03-3506-0212

①随契
②R4.6.30

備考：①一般、指名及び随契の区分　　②予定納期
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