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募者数

本部事務局
独立行政法人国立文化財機
構就業管理システム　一式

独立行政法人国立文化財機構
契約担当役
本部事務局長　柏田昭生
東京都台東区上野公園13-9

2022年1月28日

スマカン株式会社
東京都品川区南大井6-
26-2　大森ベルポートB館
8階

8010001129689 一般競争入札 13,156,000 13,090,000 99.5% - - -

東京国立博物館
『東京国立博物館ニュース』
編集・制作及び印刷業務

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
東京国立博物館総務部長　柏田昭
生
東京都台東区上野公園13-9

2022年1月12日

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事
業本部
ソーシャルイノベーション
事業部
東京都文京区水道橋1丁
目3番3号

7010501016231 一般競争入札 10,971,400 10,868,000 99.1% - - -

東京国立博物館
東京国立博物館茶室管理・
清掃及び庭園清掃業務

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
東京国立博物館総務部長　柏田昭
生
東京都台東区上野公園13-9

2022年1月18日

公益社団法人台東区シ
ルバー人材センター
東京都台東区小島１丁目
５番５号

1010505001961 一般競争入札 5,386,550 5,386,550 100.0% 公財
都道府
県認定

1

京都国立博物館
自動券売機導入及び保守業
務　一式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
京都国立博物館副館長　栗原祐司
京都府京都市東山区茶屋町527

2021年12月6日
株式会社エルコム
東京都大田区千鳥2丁目
10番16号

9010801001856 一般競争入札 12,967,350 12,078,000 93.1% - - -

九州国立博物館
九州国立博物館で使用する
電気

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
九州国立博物館副館長　小泉惠英
福岡県太宰府市石坂4-7-2

2022年1月26日

九州電力株式会社福岡
南営業所
福岡県筑紫野市二日市
西１丁目６番５号

4290001007004 一般競争入札 114,918,750 100,324,063 87.3% - - -

九州国立博物館
文化交流展示に係る文化財
輸送等業務（東京国立博物
館管理換返却等）　一式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
九州国立博物館副館長　小泉惠英
福岡県太宰府市石坂4-7-2

2022年1月28日

日本通運株式会社　福岡
支店
福岡県福岡市博多区下
呉服町１番１号

4010401022860 一般競争入札 2,129,850 1,657,490 77.8% - - -

東京文化財研究
所

卓上走査型電子顕微鏡　一
式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
東京文化財研究所　所長　齊藤孝正
東京都台東区上野公園13-43

2021年12月24日

ジャスコインタナショナル
株式会社
東京都八王子市明神町１
－１１－１０
　

9010101001796 一般競争入札 13,915,300 13,915,300 100.0% - - -

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその所属する部
局の名称及び所在地

契約を締結した日
一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
契約の相手方の商号又は名称

及び住所

公益法人の場合

契約の相手方の法
人番号

契約を締結した施設
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東京文化財研究
所

資料閲覧室書架他追加設置
一式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
東京文化財研究所　所長　齊藤孝正
東京都台東区上野公園13-43

2021年12月24日
美津濃商事株式会社
東京都文京区大塚２－１
７－１２

8010001007639 一般競争入札 7,439,300 7,150,000 96.1% - - -

奈良文化財研究
所

奈良文化財研究所所蔵のマ
イクロフィルム電子画像デー
タ作成等業務　一式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
奈良文化財研究所長　本中眞
奈良県奈良市二条町2-9-1

2021年12月7日
株式会社堀内カラー
大阪市北区万歳町３番１
７号

9120001070402 一般競争入札 3,248,700 2,474,010 76.2% - - -

奈良文化財研究
所

プラネタリウムドームの設営
等

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
奈良文化財研究所長　本中眞
奈良県奈良市二条町2-9-1

2021年12月14日

コニカミノルタプラネタリウ
ム株式会社
東京都豊島区東池袋３丁
目１番３号
ワールドインポートマート
ビル６階

7120001105548 一般競争入札 3,300,000 3,300,000 100.0% - - -

奈良文化財研究
所

クラウドストレージサービスの
ライセンス購入及び環境構
築、保守　一式

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
奈良文化財研究所長　本中眞
奈良県奈良市二条町2-9-1

2021年12月27日

株式会社DTS WEST
京都市中京区新町通錦
小路下る小結棚町444番
地

9130001017781 一般競争入札 9,927,720 9,927,720 100.0% - - -

奈良文化財研究
所

奈良文化財研究所　警備業
務

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
奈良文化財研究所長　本中眞
奈良県奈良市二条町2-9-1

2021年12月27日
株式会社アカツキ
大阪府堺市東区日置荘
西町３丁５番２号

7120101000434 一般競争入札 54,648,000 54,208,000 99.2% - - -

奈良文化財研究
所

都城発掘調査部の発掘調査
に係る労働者派遣業務（飛
鳥藤原第２０９次発掘調査）

独立行政法人国立文化財機構
分任契約担当役
奈良文化財研究所長　本中眞
奈良県奈良市二条町2-9-1

2021年12月20日
株式会社島田組
大阪府八尾市弓削町南３
丁目２０番地２

9122001018711 一般競争入札 5,723,046 5,596,800 97.8% - - -


