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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 31 年１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

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 SpringerMaterialsの購入及び利用１式 購入等 一般 30.11.30 株
式会社紀伊國屋書店 東京都目黒区下目黒３７10 25816385円 30.10.10 最低価格

〇支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二 （東京都千代田区永田町１
６１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
73 平成30年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「重要な発
信機会を捉えた戦略的国際広報」（被災地の災害・復興のための広報事業の実施）一式 購入等
随意 30.11.30 ㈱エヌ・ティ・ティ・アド（東京都品川区上大崎３１１） 
93752242円 ｂ「排他的権利の保護」
73 平成30年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「日本の多
様性の発信を通したさらなる対日理解の向上を目的とする国際広報の実施」（海外メディアを活用し
た効果的な広報）一式 購入等 随意 30.11.27 ㈱博報堂（東京都港区赤坂５３１）
115115526円 ｂ「排他的権利の保護」

〇支出負担行為担当官 東京都警察情報通信部通信庶務課長 岡野 祐資 （東京都千代田区霞が関
２１１）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
15、28 150／350MHz帯マグネット式空中線 406個 外２点 購入等 一般 
30.11.27 日本電産コパル電子㈱ 東京都品川区大崎１2013 23926860円 30.10. 5
最低価格

〇支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 中村 英男 （東京都千代田区霞が関２
１２）
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
14 ＬＡＮ複合機等の保守Ⅰ（本省分） 借入等 随意 30.10. 1 富士ゼロックス
㈱（東京都港区六本木３１１） 46788523円 30. 9.11 ｂ「排他的権利の保護」
14 電子政府の総合窓口（e-Gov）システムに係る機器及びソフトウェアの再リース等 借
入等 随意 30.10. 1 東京センチュリー㈱（東京都千代田区神田練塀町３） 
138599182円 30. 9.11 ｄ「互換性」

15、28 遠隔方位測定設備不法無線局探索車Ⅴ型の借入（平成30年度） 借入等 随意
30.11.12 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱（東京都港区港南２15３） 494100000
円 30.10. 3 ｄ「互換性」
14 ＬＡＮ複合機等の借入及び保守（本省分） 借入等 一般 30.11.20 富士ゼロッ
クス㈱（東京都港区六本木３１１） 447674253円 30. 9.20 総合評価
17 普通自動車の賃貸借（８台） 借入等 一般 30.11.22 ㈱トヨタレンタリース
神戸（兵庫県神戸市兵庫区水木通２１１） 28382400円 30. 9.20 総合評価
15、28 遠隔方位測定設備地方センタ局（中国・沖縄）等の調達 購入等 随意 
30.11.22 日本電気㈱（東京都港区芝５７１） 727920000円 30.10.12 ｄ「互換
性」
15、28 閉空間用電波監視設備の調達 購入等 随意 30.11.27 日本電気㈱（東京
都港区芝５７１） 97740000円 30.10.18 ｄ「互換性」
71、27 e-Govの新元号対応等機能改修 購入等 一般 30.10. 9 富士通㈱（東京
都港区東新橋１５２） 82058400円 30. 8. 7 最低価格
71、27 平成30年度文書管理システムの機能改修に係る設計・開発等業務の請負 購入等
随意 30.10. 9 富士通㈱（東京都港区東新橋１５２） 118800000円 30. 9.19
ｄ「互換性」
71、27 平成30年度政府共通システム基盤のシステム監査の請負 購入等 一般 
30.10.10 ＫＰＭＧコンサルティング㈱（東京都千代田区大手町１９７） 21600000円
30. 8. 7 最低価格
71、27 電気通信行政情報システムの制度改正に係る機能開発等の請負（届出電気通信事業者
管理業務と改元対応） 購入等 一般 30.10.11 日本電気㈱（東京都港区芝５７１）
101952000円 30. 8.14 最低価格
71、27 e-Govの企画・運営等に係るサービスデザイン支援 購入等 一般 30.10.12
㈱Ueyes Design（神奈川県横浜市都筑区中川１４１） 56691360円 30. 8. 7 
総合評価
67、29 宇宙電波監視施設の無停電電源装置の増設等改修の請負 購入等 随意 
30.10.18 三菱電機㈱（東京都千代田区丸の内２７３） 19332000円 30. 9. 7 
ｄ「互換性」
71、27 総務省ＬＡＮのＤＲサイトにおけるセキュリティ機能強化等に係る作業等の請負 
購入等 随意 30.10.25 新日鉄住金ソリューションズ㈱（東京都中央区新川２2015）
298031400円 30.10. 5 ｄ「互換性」
71、27 総合無線局監理システム 運用技術支援等の請負（2018年度～） 購入等 一般
30.11. 5 日本アイ・ビー・エム㈱（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 1056240000

円 30. 8.30 総合評価
67、29 遠隔方位測定設備における設定変更及び改修作業の請負 購入等 随意 
30.11.21 日本電気㈱（東京都港区芝５７１） 56160000円 30.10.12 ｄ「互換
性」
71、27 調達総合情報システムにおけるフレームワーク変更等の対応に係る請負 購入等
一般 30.11.27 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３） 
402060672円 30. 9.26 総合評価
71、27 総務省ＬＡＮにおける仮想ブラウザサービス機能拡張に係る作業等の請負 購入等
随意 30.11.28 新日鉄住金ソリューションズ㈱（東京都中央区新川２2015） 

68040000円 30.11. 8 ｄ「互換性」
71、27 総務省ＬＡＮにおける政府共通ネットワーク接続の冗長化に係る作業等の請負 購
入等 随意 30.11.28 新日鉄住金ソリューションズ㈱（東京都中央区新川２2015）
95040000円 30.11. 8 ｄ「互換性」
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