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〇国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当理事 田尻 信行 （東京都小金井市貫井北町４
２１）
◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
71、27 Ｈ3104 日本語及び英語言語・画像データベース構築に関連する業務の派遣 一式
購入等 一般 31. 2.13 ㈱エル･コーエイ 東京都千代田区麹町４２、㈱伸榮 大

阪府大阪市北区東天満２1014、㈱エイジェック 大阪府大阪市北区大深町３１ グランフロ
ント大阪タワーＢ14階 4345920円、4432838円、22272710円 30.12. 3 総合評価
71、27 2019年度 ＣＰＣＩ付 Web of Science 文献引用検索 一式 購入等 随意 
31. 2.18 ユサコ㈱ 東京都港区東麻布２1712 17020800円 30.12. 7 ａ「不落」
71、27 2019 セキュリティ管理運用業務 一式 購入等 一般 31. 2.20 ㈱ラッ
ク 東京都千代田区平河町２16１ 46484280円 30.12.13 総合評価
71、27 2019年度 標準時計側システムソフトウェア保守及び監視・運用支援作業 一式 
購入等 随意 31. 3.14 宇宙技術開発㈱ 東京都中野区中野５62１ 33001560円
31. 1.22 ｄ「互換性」
71、27 2019年度 外国雑誌電子ジャーナル（Science Direct: Elsevier）購読契約 一式
購入等 随意 31. 3. 7 Elsevier B.V. Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The
Netherlands 18362370円 31. 1.28 ｂ「排他的権利の保護」
71、27 Ｈ3104 日本語言語・画像データベース構築に関連する業務の派遣 一式 購入
等 一般 31. 2.13 ㈱エル･コーエイ 東京都千代田区麹町４２、㈱伸榮 大阪府大阪
市北区東天満２1014、㈱エイジェック 大阪府大阪市北区大深町３１ グランフロント大阪
タワーＢ14階 28748079円、12255494円、16948984円 30.12. 3 総合評価

〇契約責任者 独立行政法人国立印刷局財務担当理事 曽根 英実 （東京都港区虎ノ門２２５）
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
26 独立行政法人国立印刷局王子工場で使用する電気 約5255896kWh 購入等 一般
31. 3.14 東京電力エナジーパートナー㈱（東京都千代田区内幸町１１３） 

86831970円 31. 1.15 最低価格
26 独立行政法人国立印刷局王子工場で使用するガス 約309400 購入等 一般 
31. 3.14 東京瓦斯㈱（東京都港区海岸１５20） 22972950円 31. 1.15 最低価
格
26 独立行政法人国立印刷局東京工場で使用するガス 約790000 購入等 一般 
31. 3.15 東京瓦斯㈱（東京都港区海岸１５20） 53969640円 31. 2.14 最低価
格
26 メタルハライドランプ 一式 購入等 一般 31. 3.26 アイグラフィックス
㈱（東京都墨田区錦糸３２１） 36496440円 31. 1.25 最低価格
53、56 官報運送 一式 購入等 一般 31. 3.15 ㈱近鉄ロジスティクス・システ
ムズ（東京都品川区八潮３２31） 50024304円 31. 1.21 最低価格
71、27 統合業務システム用ソフト保守 一式 購入等 一般 31. 3. 7 新日鉄住
金ソリューションズ㈱（東京都中央区新川２2015） 142902144円 31. 1.11 最低価
格

〇契約責任者 独立行政法人国立印刷局小田原工場長 安木 茂正 （神奈川県小田原市酒匂６
２１）
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 14
78 製紙排水処理設備清掃及び汚泥収集・運搬請負作業 一式 購入等 一般 
31. 3.11 ㈱環境システムサービス（東京都八王子市横川町1076） 16858800円 
31. 1.11 最低価格

〇国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 関西光科学研究所 管理部長 和泉 圭紀 （京都
府木津川市梅美台八丁目１番地７）
◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 26
26 関西光科学研究所で使用する電気の需給契約 購入等 一般 31. 2.22 関西電
力株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目６番16号 70149965円 30.12.27 最低価格

〇独立行政法人国立美術館分任契約担当役 国立西洋美術館長 馬渕 明子 （東京都台東区上野公
園７７）
◎調達機関番号 517 ◎所在地番号 13
26 国立西洋美術館で使用するガス（都市ガス13Ａ）予定使用量606000 購入等 一
般 31. 4. 4 東京ガス株式会社都市エネルギー事業部（東京都港区海岸一丁目５番20号）
35875200円 31. 2. 1 最低価格 42235824円

〇契約担当者 独立行政法人教職員支援機構理事長 髙岡 信也 （茨城県つくば市立原３番地）
◎調達機関番号 520 ◎所在地番号 08
71、27 統合システム保守 一式 購入等 随意 31. 2.14 ㈱ニッセイコム（東京
都品川区大井１47１） 679212円（月額） 31. 1.21 ｂ「排他的権利の保護」

〇契約担当役 国立研究開発法人物質・材料研究機構 総務部門長 塩原 誠志 （茨城県つくば市
千現１２１）
◎調達機関番号 802 ◎所在地番号 08
71、27 サイエンス・ダイレクトスタンダードコレクション 購入等 随意 31. 4. 1
Elsevier B.V.（Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Netherlands） 41289545円 

31. 1.28 ｂ「排他的権利の保護」
71、27 SciFinderの購読 購入等 随意 31. 4. 1 一般社団法人化学情報協会（東
京都文京区本駒込６25４） 21671460円 31. 1.28 ｂ「排他的権利の保護」

78 製紙排水汚泥処分請負作業 一式 購入等 一般 31. 3.11 ＪＷケミテック
㈱（埼玉県川口市領家５１39） 13305600円 31. 1.11 最低価格
78 水性ワイピング廃液外収集・運搬請負作業 一式 購入等 一般 31. 3.15 
㈱環境システムサービス（東京都八王子市横川町1076） 7739280円 31. 1.16 最低価格
78 水性ワイピング廃液外処分請負作業 一式 購入等 一般 31. 3.15 セントラ
ル綜合サービス㈱（神奈川県相模原市緑区西橋本３1030） 10918800円 31. 1.16 
最低価格
78 紙料かす収集・運搬請負作業 一式 購入等 一般 31. 3.15 ㈱セイワ（神奈
川県厚木市金田952１） 3304800円 31. 1.16 最低価格
78 紙料かす処分請負作業 一式 購入等 一般 31. 3.15 ジャパンウェイスト
㈱（東京都千代田区丸の内１７12） 12227760円 31. 1.16 最低価格

〇契約責任者 独立行政法人国立印刷局岡山工場長 茗荷 弘 （岡山県岡山市東区西大寺上３
４70）

◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 33
26 独立行政法人国立印刷局岡山工場取水場で使用する電気 約1815588kWh 購入等
一般 31. 3.15 中国電力㈱（広島県広島市中区小町４33） 30467046円 
31. 1.15 最低価格
53 紙輸送 一式 購入等 一般 31. 3. 5 岡山県貨物運送㈱（岡山県岡山市北区
清心町４31） 18995364円 31. 1. 8 最低価格
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