(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日


〇支出負担行為担当官 法務省大臣官房会計課長 松下 裕子 （東京都千代田区霞が関１１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
71、27 準備書面データベースの機能開発業務の請負 一式 購入等 一般 30.11. 6
株式会社セック（東京都世田谷区用賀４10１） 28620000円 30. 9.14 最低価
格 29024261円
71、27 遺言書情報システムの設計・開発・運用の調達仕様書等作成支援業務の請負 一式
購入等 一般 30.11.12 株式会社アジアンリンク（東京都品川区東品川２２４）
4212000円 30. 9.10 最低価格 22816512円
14、71、27 入退室管理機器等の賃貸借 一式 借入 一般 30.11.15 富士電機Ｉ
Ｔソリューション株式会社（東京都千代田区外神田６1512）及び株式会社ＪＥＣＣ（東京都千
代田区丸の内３４１） 225504000円 30. 9.20 総合評価 225562320円
71、27 登記・供託オンライン申請システムの操作サポートデスク業務の請負 一式 購入
等 一般 30.11.28 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３）
389430115円 30.10. 5 総合評価 390357286円
〇支出負担行為担当官 東京法務局長 岩山 伸二 （東京都千代田区九段南１１15）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
26 東京法務局訟務部ＯＡフロア敷設作業等一式 購入等 一般 30.12.10 株式会
社第一文眞堂（東京都港区芝大門１丁目３番16号） 18684000円 30.10. 9 最低価格
〇支出負担行為担当官 神戸刑務所長 小谷 佳司 （兵庫県明石市大久保町森田120）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 28
26 神戸刑務所で使用するガス需給契約 契約最大流量460 年間予定使用量487250
購入等 一般 30.11.22 関西電力株式会社（大阪府大阪市北区中之島３６16）
30484952円 30.10. 1 最低価格




〇支出負担行為担当官 東日本成人矯正医療センター長 奥村 雄介 （東京都昭島市もくせいの杜
２丁目１番９号）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
23 国際法務総合センター少年区域事務什器供給契約 購入等 一般 30.11. 9 広
友物産株式会社（東京都港区１丁目４番17号） 167019840円 30. 9.11 最低価格 
168695714円
〇支出負担行為担当官 近畿財務局総務部次長 来田
忍 （大阪市中央区大手前４１76）
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 27
14、71、27 大阪合同庁舎第２・４号館入退館管理システム更改業務 一式 購入等 一
般 30.11.26 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 東京都千代田区内幸町１丁目１
番６号 40662000円 30. 9.25 最低価格 40824000円

〇支出負担行為担当官 仙台国税局総務部次長 早坂
宏 （宮城県仙台市青葉区本町３３１）
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 04
26 平成30年分確定申告における備品の借上げ、搬入・搬出及び設営業務 一式 購入等
 一 般  30.11.16  コ ー ユ ー レ ン テ ィ ア 株 式 会 社 （東 京 都 港 区 新 橋 ６  17  15） 
74862011円 30. 9.21 最低価格
〇支出負担行為担当官 関東信越国税局総務部次長 熊藤 啓介 （埼玉県さいたま市中央区新都心
１１）
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 11
71、27 確定申告会場におけるＬＡＮ配線及びパソコン等設定作業一式 購入等 一般
30.11.26 コーユーイノテックス株式会社（東京都港区新橋６1715） 16621200円
30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分１） ベルトパーテーション1230個ほか54品目
借入 一般 30.11.26 日建リース工業株式会社（東京都東久留米市八幡町２1173）
32750103円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分２） パーテーション334枚ほか40品目 借入
 一 般  30.11.26  コ ー ユ ー レ ン テ ィ ア 株 式 会 社 （東 京 都 港 区 新 橋 ６  17  15） 
16740000円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分３） ベルトパーテーション346個ほか35品目 
借入 一般 30.11.26 日建リース工業株式会社（東京都東久留米市八幡町２1173）
11528503円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分４） ベルトパーテーション257個ほか38品目 
借入 一般 30.11.26 山王スペース＆レンタル株式会社（東京都中央区銀座３10６）
11615616円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分５） パーテーション520枚ほか41品目 借入
一般 30.11.26 日建リース工業株式会社（東京都東久留米市八幡町２1173） 
16349634円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分６） ベルトパーテーション230個ほか31品目 
借入 一般 30.11.26 日建リース工業株式会社（東京都東久留米市八幡町２1173）
8630982円 30.10. 1 最低価格
23、26 事務室等備品の賃貸借業務（区分７） 保守業務597000枚ほか１品目 借入 
一般 30.11.26 日建リース工業株式会社（東京都東久留米市八幡町２1173） 
4275720円 30.10. 1 最低価格

〇支出負担行為担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 横幕 章人 （東京都千代田区霞が関１
２２）
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
71、27 厚生労働省が所管する情報システムのセキュリティ診断実施等一式 購入等 随
意 30.11.13 株式会社ベルウクリエイティブ 東京都中央区日本橋人形町３３９ 
〇支出負担行為担当官 国税庁長官官房会計課長 松重 友啓 （東京都千代田区霞が関３１１）
18338400円 30. 8.24 ａ「不落」 最低価格 18344070円
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
71、27 医師等免許登録確認システム設計・開発・運用保守一式 購入等 一般 
15、67、29 データ連携システム用通信回線等の借入（区分１） 一式 借入 一般 
30.12.11 株式会社静岡情報処理センター 静岡県静岡市葵区紺屋町12６ 13500000円
30.12.11 ソフトバンク株式会社（東京都港区東新橋１９１） 9404100円 30. 9.21
30.10. 2 最低価格 41522873円
最低価格
71、27 新元号対応等に伴うレセプト情報・特定健診等情報データベース分析システムに係る
15、67、29 データ連携システム用通信回線等の借入（区分２） 一式 借入 一般 
アプリケーション改修等一式 購入等 一般 30.11.19 富士通株式会社 東京都港区東
30.12.11 株式会社文祥堂（東京都中央区銀座３４12） 6810147円 30. 9.21 最
低価格
新橋１５２ 41040000円 30. 9.20 最低価格 41258662円

