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〇分任支出負担行為担当官 国立国会図書館収集書誌部長 山地 康志 （東京都千代田区永田町
１10１）
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
26、71、27 ProQuest Centralの利用 １式 購入等 随意 30. 4. 2 株式会社紀
伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３７10 21460000円 30. 3. 9 ｂ「排他的権利の
保護」 21464732円
26、71、27 ＩＥＥＥ／ＩＥＴ Electronic Library（ＩＥＬ）の利用 １式 購入等 随
意 30. 4. 2 丸善雄松堂株式会社 東京都港区湾岸１９18 14597716円 
30. 3. 9 ｂ「排他的権利の保護」 15296214円
26、71、27 Web of Scienceの利用 １式 購入等 一般 30. 3. 9 株式会社紀
伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３７10 38182860円 30. 1.17 最低価格

〇支出負担行為担当官 人事院事務総局会計課長 奥村 穣 （東京都千代田区霞が関１２３）
◎調達機関番号 006 ◎所在地番号 13
71、27 人事・給与関係業務情報システムのヘルプデスク業務 一式 購入等 一般 
29.11.27 りらいあコミュニケーションズ株式会社（東京都渋谷区代々木２６５） 
368000000円 29. 9.21 総合評価
71、27 人事・給与関係業務情報システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通プ
ラットフォーム） 一式 借入 随意 30. 3. 1 富士通株式会社（神奈川県川崎市中原
区上小田中４１１） 沖電気工業株式会社（東京都港区虎ノ門１７12） 東京センチュリー
株式会社（東京都千代田区神田練塀町３） 1161540120円 30. 2. 9 ｂ「排他的権利の
保護」
71、27 人事・給与関係業務情報システムの運用サービス業務（政府共通プラットフォーム）
一式 購入等 随意 30. 3. 1 富士通株式会社（神奈川県川崎市中原区上小田中４
１１） 363277872円 30. 2. 9 ｂ「排他的権利の保護」
71、27 人事院ＬＡＮ用パーソナルコンピュータの借入及び保守業務 一式 借入 随意
30. 3. 1 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） 東京セン
チュリー株式会社（東京都千代田区神田練塀町３） 22982400円 ｂ「排他的権利の保護」
６ 平成30年度ＰＰＣ用再生紙（判型：Ａ４／Ａ３／Ｂ５／Ｂ４）の単価契約 購入等 
一般 30. 3.15 ナカバヤシ株式会社（大阪府大阪市中央区北浜東１20） 65740418円
30. 1.22 最低価格
71、27 人事・給与関係業務情報システムの次期システム機器更改に係る改修業務 一式 
購入等 一般 30. 3.28 沖電気工業株式会社（東京都港区虎ノ門１７12） 
944000000円 30. 1.24 総合評価
71、27 人事・給与関係業務情報システムのプロジェクト管理支援業務（府省運用支援等）
一式 購入等 一般 30. 3.28 PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区丸の
内２６１） 118000000円 30. 2. 2 総合評価
71、27 人事院ネットワークシステムの更改整備及び運用・保守業務 一式 購入等 一
般 30. 4.13 新日鉄住金ソリューションズ株式会社（東京都中央区新川2015） 
949936000円 30. 2. 8 総合評価

〇支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 鶴代 隆造 （東京都千代田区霞が関２
１２）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
14、71、27 全国的情報処理センター用電子計算機賃貸借 一式 借入 随意 
30. 2.28 ㈱ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３４１ 150120000円 30. 2. 5 ｂ
「排他的権利の保護」

〇支出負担行為担当官 会計検査院事務総長官房会計課長 田中 克生 （東京都千代田区霞が関
３２２）
◎調達機関番号 004 ◎所在地番号 13
71、27 決算確認システム（ＣＥＦＩＡＮⅡ）ソフトウェア保守業務一式 購入等 一般
30. 3. 9 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 18176400円 30. 1.11 最低価

格
71、27 決算確認システム（ＣＥＦＩＡＮⅡ）アプリケーション保守業務一式 購入等 
一般 30. 3. 9 日本電気㈱ 東京都港区芝５７１ 34447680円 30. 1.11 最
低価格
71、27 決算確認システム（ＣＥＦＩＡＮⅡ）運用業務一式 購入等 一般 30. 3.13
㈱日立システムズ 東京都中央区日本橋兜町１４ 26998920円 30. 1.11 最低価

格
26 トナーカートリッジ（リコープリンタ）等50品目一式 購入等 一般 30. 3.20
㈱秋山商会 東京都中央区東日本橋２13５ 30786156円 30. 1.19 最低価格
26 トナーカートリッジ（富士ゼロックスプリンタ）等16品目一式 購入等 一般 
30. 3.20 ㈱東洋ノーリツ 東京都千代田区神田淡路町２2115 19453284円 
30. 1.19 最低価格
15、28、67、29 インターネット接続サービス一式 購入等 随意 30. 4. 2 ㈱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 18792000円 30. 2. 1
ｂ「排他的権利の保護」 18792000円

71、27 情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官等業務一式 購入等 随意 30. 4. 2 
一般社団法人ガバナンスアーキテクト機構 東京都千代田区平河町２３10 17000000円
30. 2. 1 ｂ「排他的権利の保護」 17000000円
14、71、27 決算確認システム（ＣＥＦＩＡＮⅡ）第２期ハードウェア賃貸借等業務一式 
購入等 随意 30. 4. 2 沖電気工業㈱ 東京都港区芝浦４1016 ㈱ＪＥＣＣ 東京都
千代田区丸の内３４１ 44447927円 30. 2. 1 ｂ「排他的権利の保護」 
44447927円

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 11 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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