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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。
平成 30 年５月１日
日本年金機構本部 調達部長 影内 聡志

◎調達機関番号 428 ◎所在地番号 13
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量
 厚生年金保険適用業務支援システム及び
住基即時・一括システムサーバ設備等の再
リース及び保守業務 一式
 日本年金機構間接業務システムサーバ設
備等の再リース及び保守業務（平成30年７
月～平成31年６月） 一式

２ 随意契約の予定日
 平成30年５月21日
 平成30年６月１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
 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ＮＴ
Ｔファイナンス株式会社
 株式会社ＰＦＵ 東京センチュリー株式会
社

５ 担当部局 〒1688505 東京都杉並区高井戸
西３５24 日本年金機構本部調達部契約グ
ループ 竹中 良明 電話0353441100

６ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required :

 The lease and the maintenance by

which a welfare pension insurance appli‑

cation supporting system, a basic resident

register is immediacy／lumping system
server equipment etc, 1set

 The lease and the maintenance by

which an indirect operating system equip‑

ment etc, 1set

 Expected date of the contract award :

 21 May, 2018

 1 June, 2018

 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 : Yoshiaki

Takenaka, Accounts Division, Procurem‑

ent Department, Japan Pension Service, 5
24, Takaido‑nishi 3‑chome, Suginami‑ku,

Tokyo, 1688505, Japan TEL 035344
1100

〇支出負担行為担当官 参議院庶務部会計課長 黒川 和良 （東京都千代田区永田町１７１）
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
75 参議院別館、参観テレビ中継施設及び本館附属家の床面清掃等一式 購入等 指名
30. 3. 2 日本管財株式会社 兵庫県西宮市六湛寺町９16 22680000円 30. 1.11
㈱和心、協栄ビル管理㈱、㈱京王設備サービス、京葉ビルサービス㈱、㈱ＫＳＰ、㈱コステム、

㈱シービーエス、ジョンソンコントロールズ㈱、太平ビルサービス㈱、高橋工業㈱、帝国ビル管理
協同組合、日本管財㈱、㈱ダイケンビルサービス、㈱ティーアール・サービス 最低価格
75 参議院第二別館及び電話交換所の床面清掃等一式 購入等 指名 30. 3. 2 高
橋工業㈱ 東京都文京区湯島３26５ 17760000円 30. 1.11 上記に同じ 最低
価格
71、27 議会業務システム保守業務 購入等 随意 30. 4. 2 富士通㈱ 東京都港
区東新橋１５２ 25864140円 30. 3.13 ｄ「互換性」
14 電子複写機賃貸借 借入 随意 30. 4. 2 東京センチュリー㈱ 東京都千代田
区神田練塀町３ 単価契約（見込額 19849080円） 30. 3.13 ｄ「互換性」
71、27 会議録関連システムに係る機器一式 借入 随意 30. 4. 2 東芝ＩＴサー
ビス㈱ 東京都港区芝浦４９25 及び 芙蓉総合リース㈱ 東京都千代田区三崎町３３23
18269064円 30. 3.13 ｄ「互換性」
76 議案類印刷業務 購入等 随意 30. 4. 2 独立行政法人国立印刷局 東京都港
区虎ノ門２２５ 単価契約（見込額 380000000円） 30. 3.13 ｂ「排他的権利の保
護」
67、29 押しボタン式投票装置点検保守一式 購入等 随意 30. 4. 2 三菱電機
㈱ 東京都千代田区丸の内２７３ 25056000円 30. 3.13 ｄ「互換性」
71、27 参議院インターネット審議中継システム外４Webシステムの更新に係る調達支援業
務 購入等 一般 30. 4. 3 ㈱サイバー創研 東京都品川区西五反田２８１ 
6000000円 30. 2. 7 最低価格

〇支出負担行為担当官 国立国会図書館総務部会計課長 大場 利康 （東京都千代田区永田町１
10１）
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
75 本庁舎等の清掃作業 １式 購入等 一般 30. 2.22 株式会社クリーン工房
埼玉県さいたま市中央区新都心11２ 62100000円 29.12. 6 最低価格
71、27 国立国会図書館国会関連システムのアプリケーション運用・保守 １式 購入等
一般 30. 3.13 株式会社日立製作所 東京都品川区南大井６23１ 42422400円
29.12.26 最低価格
26 新聞資料のマイクロフィルムの作製 ネガ660000コマ及びポジ1584000コマ（予定）
購入等 一般 30. 3.14 株式会社ニチマイ 東京都江戸川区中葛西４1914 １コ
マ当たり337円等 30. 1.11 最低価格
14 プリンタ（沖電気工業製、富士ゼロックス製及びエプソン製）用トナーカートリッジ等の
購入 1740個 購入等 一般 30. 3.15 富士テレコム株式会社 東京都板橋区板橋
１53２ 11510円等 30. 1.17 最低価格
71、27 情報探索サービスシステムの改修及び保守 １式 購入等 一般 30. 3. 6
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 東京都港区麻布台２３５ 
119880000円 29.12.26 最低価格
71、27 利用者サービスシステムの運用保守作業 １式 購入等 一般 30. 3. 2 
ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内２７２ 32788800円 29.12.26
最低価格
14、71、27 国立国会図書館サービス基盤情報システム（ＮＤＬＮＥＴ６及び職員用端末機器
等）１式 借入 一般 30. 3.22 株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代
田区富士見２10２飯田橋グラン・ブルーム 248356800円等 29.12.26 総合評価
71、27 統合図書館パッケージＡＬＥＰＨの保守作業 １式 購入等 随意 30. 4. 2
Ex libris Ltd. Malcha Technological Park Bldg. 89Jerusalem, 91481 70186824ＵＳＤ
30. 3. 9 ｄ「互換性」 70186824ＵＳＤ

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。
平成 30 年５月１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
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