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71、27 顔認証ゲートの事前旅客情報システム連携に係るアプリケーション改修等の請負 一
式 購入等 随意 31. 4.10 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
（東京都中央区銀座８21１） 29998080円 31. 3.13 ｄ「互換性」 31638600円
71、27 在留申請オンラインシステム及び電子届出システムのヘルプデスク業務の請負 一式
購入等 一般 31. 4.10 株式会社日立システムズ（東京都品川区大崎１２１）
23166000円 31. 2.14 最低価格 24086484円
14、71、27 下地島空港国際線ターミナル供用開始等に伴うＩＣ旅券対応・出入国審査等旅券
自動読取装置の賃貸借 一式 借入 一般 31. 4.12 パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社（東京都中央区銀座８21１）及び三井住友トラスト・パナソニック
ファイナンス株式会社（東京都港区芝浦１２３） 51438240円 31. 2.19 最低価格
52412832円

26 六法全書 平成31年版（有斐閣）2139部 購入等 一般 31. 4.12 株式会社
三省堂書店（東京都千代田区神田神保町１１） 21363989円 31. 2. 4 最低価格 
22204873円
71、27 在留申請オンラインシステム及び電子届出システムの運用支援業務の請負 一式 
購入等 一般 31. 4.15 株式会社日立製作所（東京都品川区南大井６23１） 
105019200円 31. 2.18 最低価格 105492974円
71、27 地図情報システムの更改に係るアプリケーション設計・開発及び移行等業務の請負
一式 購入等 一般 31. 4.16 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲
３３３） 3495910752円 31. 2.19 総合評価 3500803368円
26 判例時報 各号429部の供給（単価契約） 購入等 一般 31. 4.16 株式会社
判例時報社（東京都文京区目白台１７12） 14263306円 31. 2.18 最低価格 
15076432円
14、71、27 次期登記情報システム用端末装置・プリントサーバ等の機器等の賃貸借 一式
借入 一般 31. 4.18 東芝デジタルソリューションズ株式会社（神奈川県川崎市幸区堀
川町7234）及び株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸の内３４１） 14246280000円
31. 2.22 総合評価 14254878960円
71、27 登記情報システムの端末装置のＯＳ等の変更に伴う登記・供託オンライン申請システ
ムの非互換対応及び対応支援等業務の請負 一式 購入等 一般 31. 4.19 富士通株式
会社（東京都港区東新橋１５２） 92880000円 31. 2.25 最低価格 93083472円
26 登記情報システム用受付番号票シールプリンタに係る消耗品の供給 一式（単価契約）
購入等 一般 31. 4.18 株式会社富士通エフサス（東京都品川区西品川１１１）
14875380円 31. 2.22 最低価格 14881806円
26 登記情報システム用印刷装置に係る消耗品（株式会社リコー製トナー等）の供給 一式
（単価契約） 購入等 一般 31. 4.23 リコージャパン株式会社（東京都港区芝浦３
４１） 68129506円 31. 2.28 最低価格 68492731円
71、27 テレビ遠隔通信システム用機器の保守業務の請負 一式 購入等 一般 
31. 4.23 富士通株式会社（東京都港区東新橋１５２） 16200000円 31. 3.28 
最低価格 17620615円
26 登記情報システム用印刷装置に係る消耗品（富士ゼロックス株式会社製トナー等）の供給
一式（単価契約） 購入等 一般 31. 4.24 富士ゼロックス株式会社（東京都港区六
本木３１１） 24067044円 31. 2.28 最低価格 25443833円
71、27 マイクロフィルム電子化作業の請負 一式 購入等 一般 31. 4.24 株式
会社ムサシ（東京都中央区銀座８2036） 22842421円 31. 3.13 最低価格 
29265712円

71、27 登記・供託オンライン申請システムの更改に係るアプリケーション設計・開発及び移
行等業務の請負 一式 購入等 一般 31. 4.25 富士通株式会社（東京都港区東新橋
１５２） 2457000000円 31. 3. 4 総合評価 2469431988円
26 登記情報システム用印刷装置に係る消耗品（キヤノン株式会社製トナー等）の供給 一式
（単価契約） 購入等 一般 31. 4.25 キヤノンマーケティングジャパン株式会社（東
京都港区港南２16６） 293649840円 31. 2.28 最低価格 301107888円
71、27 電子認証システムのプログラム改修及びデータ移行作業の請負 一式 購入等 
一般 31. 4.25 株式会社日立製作所（東京都品川区南大井６23１） 66964320円
31. 2.27 最低価格 67036680円
72 2019年度人権に関する意識調査業務の請負 一式 購入等 一般 31. 4.25 一
般社団法人新情報センター（東京都渋谷区恵比寿１1915） 33777000円 31. 3. 4 
最低価格 36641808円
14、71、27 動産譲渡登記システム及び債権譲渡登記システムの次期システムの機器等の賃貸
借 一式 借入 一般 31. 4.26 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊
洲３３３） 914637636円 31. 3. 5 総合評価 916512300円
14、71、27 国際線ターミナル供用開始等に伴う出入国管理業務個人識別情報システム用機器
等（下地島空港及び横浜港）の賃貸借 一式 借入 一般 31. 4.26 日本電気株式会社
（東京都港区芝５７１） 181506096円 31. 3. 5 総合評価 183082685円
26 プリンタ用トナーカートリッジ等の供給 一式（単価契約） 購入等 一般 
31. 4.26 株式会社グラフィック（群馬県太田市新田市野倉町489１） 19015376円 
31. 3. 5 最低価格 22229794円
76 平成31年度供託諸用紙及び登記諸用紙等の製造業務の請負 一式 購入等 一般 
31. 4.26 株式会社第一印刷所（新潟県新潟市中央区和合町２４18） 17446930円 
31. 3. 4 最低価格 19759449円

〇支出負担行為担当官 大阪拘置所長 佐伯 紀男 （大阪府大阪市都島区友渕町１２５）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 27
６ 平成31年度大阪矯正管区管内施設等コピー用紙調達契約 予定数量 コピー用紙Ａ４サイ
ズ 10330箱他 購入等 一般 31. 4. 5 株式会社大塚商会（東京都千代田区飯田橋２
丁目18番４号） 16072538円 31. 2. 8 最低価格

〇支出負担行為担当官 札幌出入国在留管理局長 北村 晃彦 （北海道札幌市中央区大通西12丁目）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 01
16 新千歳空港案内モニター及び審査ブース用レーン表示システム等の供給 一式 購入等
一般 １. 5.24 株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム（神奈川県横浜市神奈川
区守屋町３丁目12番地） 17128800円 31. 3.18 最低価格 34228710円

〇支出負担行為担当官 加古川刑務所長 吉田 博志 （兵庫県加古川市加古川町大野1530番地）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 28
４ 平成31年度ＯＴＣ薬購入契約 ＯＴＣ薬89品目 購入等 一般 31. 4. 8 株式
会社平塚薬局（京都府京都市左京区丸太町通川端東入下堤町78番地） 16280919円 
31. 2.13 最低価格
４ 平成31年度ＯＴＣ薬購入契約 ＯＴＣ薬２品目 購入等 一般 31. 4. 8 株式
会社アーテム（大阪市東成区大今里南２丁目１番12号） 1166010円 31. 2.13 最低価格
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