
様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 代田　雅彦

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
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
（税込、円）

契約金額
（税込、円）

落札率 備　　考

労災疾病等医学研究・開発、普及
ネットワークシステムに係る通信回
線網の調達一式

平成31年4月1日
ＫＤＤＩ㈱
東京都新宿区西新宿二
丁目３番２号

9011101031552 一般競争入札 － 14,256,000 －

高尾みころも霊堂の運営管理業務委
託一式

平成31年4月1日

㈱オアシスＭＳＣ
東京都大田区蒲田５丁
目３８番３号蒲田朝日
ビルディング８階

7010801020255 一般競争入札 － 102,822,048 －

労災疾病等医学研究・開発、普及
ネットワークシステム等管理及びコ
ンサルティングに関する業務委託一
式

平成31年4月1日

㈱大日テクナ
神奈川県川崎市中原区
上丸子山王町２－１３
６７－９橋本ビル２０
３

9010001106027 一般競争入札 － 24,235,200 －

空調設備保守管理業務委託一式 平成31年4月1日
ケイジーケイ㈱
神奈川県川崎市幸区古
川町１９０番４

2020001070757 一般競争入札 － 1,811,160 －

平成３１年度人材派遣契約（宅地建
物取引士業務）

平成31年4月1日
㈱エル・コーエイ
東京都千代田区麹町４
丁目２番

2010001012743 一般競争入札 － － －
単価契約

予定調達総額
4,519,800円

病職歴システム基盤機能プログラム
の保守一式

平成31年4月1日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱
東京都港区三田１丁目
４番２８号

7010401022924 一般競争入札 － 2,430,000 －

病職歴システムに係るプログラムの
保守一式

平成31年4月1日

㈱テイルウィンドシス
テム
東京都立川市曙町２丁
目８番１８号

8012801006761 一般競争入札 － 6,804,000 －

平成３１年度産業保健情報誌「産業
保健２１」に係る企画・編集業務委
託一式

平成31年4月1日
㈱労働調査会
東京都豊島区北大塚２
－４－５

9013301012464
一般競争入札
（総合評価）

－ 9,504,000 －

産業保健活動総合支援事業に係るレ
ンタカー単価契約

平成31年4月1日

㈱日産カーレンタルソ
リューション
神奈川県横浜市西区高
島一丁目１番１号

4040001013464 一般競争入札 － 10,456,560 －

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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労災疾病等医学研究システム及び病
職歴システムに係る遠隔地データ
バックアップシステムの運用及び保
守一式

平成31年4月1日

アルファテック・ソ
リューションズ㈱
東京都墨田区押上１丁
目１番２号

7010001134236 一般競争入札 － 1,879,200 －

平成３１年度情報セキュリティ監
査、内部及び外部ペネトレーション
テスト及び標的型メール攻撃訓練業
務委託一式

平成31年4月1日

富士通エフ・アイ・
ピー㈱
東京都港区芝浦一丁目
２番１号

6010601024969 一般競争入札 － 46,440,000 －

Ｗｅｂ会議システムの利用及び運
用・保守業務一式

平成31年4月1日

ジャパンメディアシス
テム㈱
東京都千代田区外神田
２丁目１４番１０号

5010001019249 一般競争入札 － 2,177,280 －

固定電話通信サービスの調達一式 平成31年4月1日
ソフトバンク㈱
東京都港区東新橋一丁
目９番１号

1010401056795 一般競争入札 － 1,664,893 －

労災疾病等医学研究システム及び病
職歴システムに係るソフトウェア保
守一式

平成31年4月1日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱
東京都港区三田１丁目
４番２８号

7010401022924 一般競争入札 － 5,547,528 －

平成３１年度人材派遣契約（一般事
務業務）

平成31年4月1日
㈱ティム・プラニング
東京都豊島区東池袋４
－１４－１

6013301007723 一般競争入札 － 11,106,104 －

平成３１年度自動車保険付保一式 平成31年4月25日

三井住友海上火災保険
株式会社
〒101-8011 東京都千
代田区神田駿河台3-9

6010001008795 一般競争契約 － 1,203,640 －

マイクロソフトOfficeライセンス更
新一式

令和1年5月30日
日本電気㈱
東京都港区芝五丁目７
番１号

7010401022916
一般競争入札
（総合評価）

－ 1,135,198,800 －

産業保健情報誌「産業保健21」（97
～100号）印刷製本一式

令和1年6月3日
㈱キタジマ
東京都墨田区立川2-
11-7

5010601023501 一般競争入札 － 4,815,633 －
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両立支援データベースシステム構築
及び運用保守一式

令和1年6月5日

株式会社アイ・ピー・
エム
福岡県福岡市南区大橋
２－５－１

8290001021397 一般競争契約 － 48,060,000 －

２０年勤続表彰者記念品「ステンレ
スタンブラー２P」（２０７組）及び
３０年勤続表彰者記念品「燕タンブ
ラー今治タオルセット」（２１４
組）の購入

令和1年6月5日
㈱日新堂
東京都中央区銀座七丁
目９番１３号

4010001053471 一般競争入札 － 2,043,954 －

病職歴システムの調達一式（ソフト
ウェア設計・開発及び保守等）

令和1年6月10日

㈱テイルウィンドシス
テム
東京都立川市曙町２－
８－１８

8012801006761 一般競争入札 － 79,604,640 －

病職歴システムの調達一式（ハード
ウェア機器等）

令和1年6月10日

ＮＥＣネクサソリュー
ションズ㈱
東京都港区三田一丁目
４番２８号

7010401022924 一般競争入札 － 100,440,000 －

「事業場における治療と職業生活の両立支
援のためのガイドライン」及び「企業・医
療連携機関マニュアル（事業場における治
療と仕事の両立支援のためのガイドライン
（参考資料））」の印刷製本一式

令和1年6月11日
㈱アイネット
東京都中央区銀座７丁
目１６番２１号

5010001067883 一般競争入札 － 4,921,020 －

「令和元年度産業保健活動総合支援
事業アウトカム調査」業務委託一式

令和1年7月1日
㈱東京商工リサーチ
東京都千代田区大手町
１丁目３番１号

5010001134287 一般競争入札 － 13,373,031 －

両立支援周知用冊子 令和1年7月29日
㈱リフコム
東京都中央区日本橋浜
町２丁目１１番２号

9010001072822 一般競争入札 － 1,281,960 -

パンフレット等（４種）のデザイン
作成、印刷製本及び発送業務

令和1年8月5日

三松堂印刷㈱
東京都千代田区西神田
３丁目２番１号　住友
不動産千代田ファース
トビル南館１４階

1010001129704 一般競争入札 － 2,283,357 －

看護情報教育システム一式 令和1年9月26日

NECネッツエスアイ
（株）
東京都文京区後楽二丁
目6番地1号

60010001135680 一般競争入札 － 62,906,565 －
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令和元年度産業殉職者合祀慰霊式の
運営等における業務委託一式

令和1年10月28日

㈱プランドゥ・ジャパ
ン
東京都港区芝大門２丁
目３番６号大門アーバ
ニスト４０１

3010401026516 一般競争入札 － 19,030,000 －

医療機器等に係るファイナンス・
リース（超音波画像診断装置　外２
４式）

令和1年8月9日
㈱ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内
３丁目４番１号

2010001033475 一般競争入札 － 4,034,947,478 －

看護衣等の共同購入 令和1年9月30日
（株）トーホーユニ
東京都千代田区神田小
川町2-1-7

7010001024668 一般競争入札 － 2,247,544 －
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令和２年度分給与支給明細書等の配
付用封筒の作成

令和2年1月23日
ツバメ工業株式会社
愛媛県四国中央市川之
江町２４１５番地

500001014715 一般競争入札 － 1,403,600 －

「産業保健総合支援センター及び地
域窓口（地域産業保健センター）の
広報動画」を使用した周知広報業務
一式

令和1年11月29日
株式会社オリコム
東京都港区新橋一丁目
１１番７号

1010401006924 一般競争入札 － 11,407,000 -

病職歴ネットワークシステムに係る
通信回線網の整備一式

令和1年12月2日
ＫＤＤＩ（株）
東京都千代田区大手町
１－８－１

9011101031552 一般競争入札 － 37,194,190 －

例規集支援システム導入及び保守業
務一式

令和2年3月2日
株式会社クレステック
静岡県浜松市東区笠井
新田町６７６番地

080401001547 一般競争入札 － 4,917,000 －

各拠点ネットワーク環境の調査及び
構築に関する調達仕様書作成支援業
務

令和2年3月12日

グラビス・アーキテク
ツ株式会社
東京都港区赤坂２丁目
２０番５号

430001049574 一般競争入札 － 4,400,000 －

ツバメ工業（株） 令和2年1月23日
ツバメ工業（株）
愛媛県四国中央市川之
江町2415番地

2500001014715 一般競争入札 － 1,276,000 －

（株）NTTデータビジネスシステムズ 令和2年1月9日

（株）NTTデータビジ
ネスシステムズ
東京都品川区西五反田
3－7－10アーバンネッ
ト五反田NNビル

2.0107E+12 一般競争入札 － 3,190,000 －
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