
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

独立行政法人労働者健康安全機構事務管理棟
で使用する電気の供給　388,000 kWh

令和3年4月1日

株式会社ホープ
福岡県福岡市中央区薬院
１丁目１４番５号ＭＧ薬
院ビル

3290001029577 一般競争入札 - 6,810,615 －

PPC用紙の共同購入 令和3年4月1日

株式会社清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町
４丁目３番１８号

8010001020600 一般競争入札 - 2,861,265 －

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

令和3年4月1日

株式会社大日テクナ
神奈川県川崎市中原区上
丸子山王町２丁目１３６
７番地９橋本ビル２０３
号室

9010001106027 一般競争入札 - 24,552,000 －

賃金援護部システムソフトウェア・ハード
ウェアに係る保守業務委託

令和3年4月1日

株式会社エス・ティ・ア
イ
東京都板橋区板橋３-９-
７　板橋センタービル
ディング６F

4011401000922 一般競争入札 - 6,714,048 －

令和３年度独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健情報誌『産業保健２１』に係る企
画・編集補助等に関する業務

令和3年4月1日
株式会社労働調査会
東京都豊島区北大塚２丁
目４番５号

9013301012464
一般競争入札
（総合評価）

- 9,790,000 －

令和3年度産業保健活動総合支援事業に係る
レンタカー単価契約

令和3年4月1日

株式会社日産カーレンタ
ルソリューション
神奈川県横浜市西区高島
１丁目１番１号

4040001013464 一般競争入札 - 9,564,500 －

令和３年度独立行政法人労働者健康安全機構
本部における空調設備保守管理業務

令和3年4月1日

ケイズエーアイエム株式
会社
神奈川県横浜市都筑区牛
久保西１丁目２４番地４
１ヴィンテージビル２Ｆ

1020002062928 一般競争入札 - 1,749,000 －

ウイルス対策ソフト 令和3年4月1日

NECネッツエスアイ株式会
社
東京都文京区後楽２丁目
６番１号

6010001135680 一般競争入札 - 1,652,259 －

ＤＰＣデータ分析システムの構築及び運用管
理

令和3年4月1日

メディカル・データ・ビ
ジョン株式会社
東京都千代田区神田美土
代町７番地住友不動産神
田ビル10階

7010001087640 一般競争入札 - 19,800,000 －

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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医療材料分析システムサービスの提供 令和3年4月1日

メディアスソリューショ
ン株式会社
東京都千代田区神田須田
町一丁目８-４　陽友神田
ビル６Ｆ

9070001024867 一般競争入札 - 9,988,915 －

令和３年度火災保険付保一式 令和3年4月1日

あいおいニッセイ同和損
害保険株式会社
東京都渋谷区恵比寿一丁
目２８番１号

3011001027739 一般競争入札 - 12,417,460 －

総合研修センター業務委託契約 令和3年4月1日

株式会社クリーン工房
埼玉県さいたま市中央区
新都心11番地2さいたま新
都心LAタワー30F

4030001002410 一般競争入札 - 5,940,000 －

産業保健活動総合支援事業に係る損害保険付
保一式

令和3年4月1日

三井住友海上火災保険株
式会社
東京都千代田区神田駿河
台三丁目９番地

6010001008795 一般競争入札 - 9,750,660 －

令和３年度電子ジャーナル（洋医学系ジャー
ナル）及びＥＢＭ情報検索・診療サポート
ツール一式

令和3年4月1日

EBSCO Information
Services Japan 株式会社
東京都中野区中野二丁目
１９番２号中野第I OSビ
ル3階

6011201018576 一般競争入札 - 10,780,000 －

人材派遣契約（出納課決算業務補助） 令和3年4月19日

株式会社ヒト・コミュニ
ケーションズ
東京都豊島区東池袋１丁
目９番６号

8013301016185 一般競争入札 - 1,059,112 －

令和3年度度情報セキュリティ監査、脆弱性
診断、標的型メール攻撃訓練業務委託一式

令和3年4月26日
富士通Japan株式会社
東京都港区東新橋1丁目5
番2号

5010001006767 一般競争入札 - 45,100,000 －

インターネット集約化に係る令和３年度工程
管理支援事業

令和3年5月6日

グラビス・アーキテクツ
株式会社
東京都港区赤坂二丁目２
０番５号

6430001049574 一般競争入札 - 14,850,000 －

令和３年度両立支援コーディネーター基礎研
修（オンライン形式）に係るシステム構築及
び運営業務

令和3年5月14日
株式会社ステージ
東京都豊島区高松1丁目1
番11号

3013301015869 一般競争入札 - 14,923,700 －
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令和３年度産業保健情報誌『産業保健21』の
印刷製本及び梱包発送

令和3年6月1日

三松堂印刷株式会社
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

2010001129703 一般競争入札 - 5,402,584 －

『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』、『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・製本及び梱包・発送業務

令和3年6月1日

三松堂印刷株式会社
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

2010001129703 一般競争入札 - 4,237,695 －

令和3年度永年勤続表彰者記念品の購入 令和3年6月18日
株式会社ハリカ
東京都板橋区板橋１－４
７－５

6011401005317 一般競争入札 － 2,474,560 -

パンフレット等(６種)の印刷製本及び梱包発
送業務

令和3年6月28日
株式会社白樺写真工芸
千葉市稲毛区山王町１０
２-５

2040001003459 一般競争入札 － 1,806,915 -

令和３年度看護師特定行為研修に係る機器一
式の調達

令和3年7月2日

株式会社ムトウ
神奈川県川崎市中原区下
新城２－１－３１サンパ
レス１F

1290001005786 一般競争入札 － 1,631,696 -

令和3年度産業保健活動総合支援事業アウト
カム調査研究

令和3年7月27日

株式会社サーベイリサー
チセンター
東京都荒川区西日暮里二
丁目40番１０号

6011501006529 一般競争入札 － 12,650,000 -

令和３年度分給与支給明細書等の配布用封筒
の作成

令和3年8月2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

2500001014715 一般競争入札 - 735,075 -

画像参照用ソフトウェアの購入 令和3年9月7日

島津メディカルシステム
ズ株式会社東京支社
東京都豊島区西巣鴨1丁目
2-5

6120001124350 一般競争入札 - 2,277,000 -

霊堂改修工事の部分指定完了に伴う納骨壇の
移設・収納等業務等

令和3年9月24日
株式会社オレンジライン
埼玉県さいたま市南区辻
２-１２-３

6030001001484 一般競争入札 - 1,592,800 -
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令和3年産業殉職者合祀慰霊式に係る業務委
託契約

令和3年10月4日

株式会社プランドゥ・
ジャパン
東京都港区芝大門2-3-6大
門アーバニスト401

3010401026516 一般競争入札 - 20,680,000 -

機構本部内ファイルサーバの更新・設置・保
守 一式

令和3年11月4日
富士テレコム（株）
東京都新宿区西新宿６-５
-１

6011401007346 一般競争入札 － 26,840,000 -

機構本部内ネットワーク機器の更新・設
置一式

令和3年11月4日
富士テレコム（株）
東京都新宿区西新宿６-５
-１

6011401007346 一般競争入札 － 28,600,000 -

産業保健総合支援センターの広報用動画を活
用したWeb公告に係る業務委託

令和4年2月2日
㈱オリコム
東京都港区新橋１丁目１
１番７号

1010401006924 一般競争入札 － 3,300,000 -

令和４年度分給与支給明細書等の配付用封筒
の作成

令和4年2月2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

2500001014715 一般競争入札 － 1,230,075 -

レセプトデータを用いた事業統計様式作成及
び分析に係るシステムの構築並びに運用管理

令和4年2月7日

ニッセイ情報テクノロ
ジー株式会社
東京都大田区蒲田５丁目
３７番１号

2010801013387 一般競争入札 － 14,888,500 -

財務会計システムの改修 令和4年2月9日
㈱ITサービス・フレット
東京都台東区上野３丁目
２１－１－２Ｆ

5011201020491 一般競争入札 － 1,441,891 -

本部業務用タブレット型パソコンの購入 令和4年2月9日

㈱SSマーケット
東京都八王子市子安町４
丁目７－１サザンスカイ
タワー八王子６Ｆ

7010101010238 一般競争入札 － 13,501,180 -

「独立行政法人労働者健康安全機構事業案内
（令和４年度版）」のデザイン制作、印刷製
本及び発送業務

令和4年2月14日

㈱アイエヌエー
東京都中央区東日本橋2-
24-7東京プラスチック会
館ビル３F

6010601040990 一般競争入札 － 530,420 -
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建設アスベスト給付金支払システムの開発 令和4年3月9日

株式会社エス・ティ・ア
イ
東京都板橋区板橋３－９
－７

4011401000922 一般競争入札 － 530,420 -

ディスカッション顕微鏡一式及び位相差顕微
鏡一式の調達

令和4年3月18日
㈱ムトウ
札幌市北区北１１条西４
丁目１番１５号

2430001016743 一般競争入札 - 4,895,000 －
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