
1

調達件名 契約日
予定価格
（単位：円）

落札金額
（単位：円）

落札業者 調達部局名 落札率

医薬品及び医療用品類　826品目 平成17年4月1日 43,807,536 35,448,787 （株）スズケン 大臣官房 0.809193

事務用品　195品目 平成17年4月1日 51,554,196 43,675,005 株式会社フォーサイト 大臣官房 0.847166

ＯＡ機器消耗品　２５品目 平成17年4月1日 214,186,266 200,191,215 （株）リコー 大臣官房 0.934659

リサイクルＰＰＣ用紙（Ａ３、Ａ４、Ｂ４、Ｂ５）の購
入

平成17年4月1日 34,897,440 31,569,373 （株）リコー 大臣官房 0.904632

航空外交貨物の外務本省から日本国在外公
館最寄り空港までの運送業務　一式

平成17年4月1日 283,257,375 131,721,904 海外新聞普及（株） 大臣官房 0.465025

海上外交貨物の外務本省から日本国在外公
館最寄り港、ＣＦＳ又は事務所までの運送業務
一式

平成17年4月1日 49,136,359 5,911,355 日本通運（株） 大臣官房 0.120305

外交貨物、外交行嚢及びその他荷物の梱包業
務　一式

平成17年4月1日 135,635,510 68,602,168 （株）日成 大臣官房 0.505783

外務省庁舎清掃業務一式 平成17年4月1日 67,168,172 22,050,000 （株）クリーン工房 大臣官房 0.32828

外務省研修所清掃業務一式 平成17年4月1日 19,311,695 9,812,250 （株）サポート 大臣官房 0.508098

海外仕様ＦＭ放送機及び無線機等　15品目 平成17年4月1日 － 57,184,050 （株）ケンウッド 大臣官房 －

外交行嚢の外務本省と日本国在外公館の発
受に係る業務　一式

平成17年4月1日 159,889,510 101,906,097 （株）阪急交通社 大臣官房 0.637353

外交定期刊行物等の外務本省から日本国在
外公館への送達業務　一式

平成17年4月1日 86,832,945 84,392,580 ティエヌティエクスプレス（株） 大臣官房 0.971895

旅券申請書画像ファイリング・サーバ　一式 平成17年6月1日 1,017,093 959,941 （株）東芝 大臣官房 0.943808

政府調達に関する自主的措置の定める邦貨換算額以上の公共調達の落札率一覧表（平成１７年度）
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パソコン運用・保守支援（ヘルプデスク）業務一
式

平成17年6月1日 － 2,950,500 ㈱コスモピア 大臣官房 －

「2006年版生花カレンダー」191,035部の製作 平成17年6月20日 27,411,922 19,657,501 （株）アイネット 大臣官房 0.717115

大型書類裁断システム　一式 平成17年6月29日 996,975 852,306 ナカバヤシ（株） 大臣官房 0.854892

外交文書のマイクロフィルム作成業務
650,000コマ（予定）

平成17年7月28日 89.481 89.25 （株）ニチマイ 大臣官房 0.997418

外交文書(マイクロフィルム）の電子画像データ
作成業務  630,000コマ(予定）

平成17年7月28日 70.9065 66.675 （株）ムサシ 大臣官房 0.940322

ネットワーク対応スキャナ等　465式 平成17年8月26日 147,780,690 145,498,500 （株）富士通ビジネスシステム 大臣官房 0.984556

音声自動応答システム一式 平成17年9月5日 455,246 395,850 （株）シーイーシー 大臣官房 0.869529

ＩＣ旅券用認証システム一式 平成17年9月22日 3,055,395 107,835 富士通（株） 大臣官房 0.035293

外国公館等情報システム一式 平成17年10月25日 25,991,700 20,265,000 富士通（株） 大臣官房 0.779671

緊急備蓄品　8品目 平成17年10月26日 33,243,000 31,146,827 （福）東京コロニー 大臣官房 0.936943

外務省身分証明書・入退庁管理システム　一
式

平成17年11月1日 151,447,214 84,000,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 大臣官房 0.554648

超音波画像診断装置　12式 平成17年12月12日 20,066,550 17,640,000 （株）クラヤ三星堂 大臣官房 0.879074

国内及び海外仕様無停電電源装置　199台 平成17年12月15日 36,374,852 21,853,650 東芝エルイーソリューション（株） 大臣官房 0.60079
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ソフトウェアライセンス一式 平成17年12月21日 77,648,750 32,122,597 （株）リコー 大臣官房 0.413691

緊急備蓄品　7品目 平成17年12月26日 36,322,039 33,253,909 （福）東京コロニー 大臣官房 0.915529

パーソナルコンピュータ（ノートブック型７，１００
台）等　一式

平成18年1月25日 2,108,825,244 1,961,328,600 富士通（株） 大臣官房 0.930057

戦後外交記録（マイクロフィルム）の電子画像
データ作成（747,500コマ予定）業務

平成18年1月25日 40,028,625 31,395,000 （株）ニチマイ 大臣官房 0.784313

ＩＣ旅券用書込機一式の賃貸借 平成18年1月27日 2,089,111 1,816,920 東芝ファイナンス（株） 大臣官房 0.869709

ＩＣ旅券作成入力機一式の賃貸借 平成18年1月27日 7,775,888 6,788,985 東芝ファイナンス（株） 大臣官房 0.873081

ＩＣ旅券用交付窓口端末一式の賃貸借 平成18年1月27日 5,555,559 4,904,928 日立キャピタル（株） 大臣官房 0.882886

障害及び要望対応用機器　一式 平成18年2月6日 2,432,290 1,587,374 東芝ソリューション（株） 大臣官房 0.652625

国内及び海外仕様シュレッダー51台及び同自
動給紙装置25台

平成18年2月14日 31,427,340 28,667,100 （株）文祥堂 大臣官房 0.91217

データバックアップ機器等一式 平成18年2月23日 48,101,522 30,975,000 （株）フォーカスシステムズ 大臣官房 0.64395

可搬型インマルサット・Ｍ４装置　67式 平成18年3月3日 77,487,387 77,382,387 ＫＤＤＩ（株） 大臣官房 0.998644


