
調達に関する個別契約（令和3年度）

令和3年度に締結した調達に関する個別契約を以下のとおり公表する。主な留意点は次のとおり。

１：公表対象は、原則として契約金額が100万円以上（不動産は250万円以上）のもの。

２：契約の相手先が開示について同意しない場合や、契約内容を公表することにより日本銀行の政策・業務運営等に支障が生じるおそれのある場合は、

非公表の扱いとしている。

３：契約方式が随意契約である契約の契約金額については、市場価格の動向の把握・照合、第三者による審査、可能な場合には複数見積書の徴求等に

より価額の妥当性を検証している。

４：契約金額は原則として契約締結時の金額。単価契約、月額契約等の場合は契約期間または１年間に相当する金額を備考欄に記載。

５：随意契約事由は以下の該当する記号を表示している。

イ－（イ）代替性のないものや特許権等の排他的権利を対象とする契約など、特定の者以外の者が契約を履行することが不可能な場合
イ－（ロ）既調達物品・システム・工事等との間で高度の互換性や連接性を確保する必要があり、既調達物品等の契約相手方と契約を締結する

ことが契約目的達成のため不可欠である場合
イ－（ハ）高度な知識、識見を有する外部専門家から見解を徴求する場合など、契約の性質上、日本銀行が見解等の履行内容を比較評価すること

が困難な場合
ロ 契約の性質または目的に鑑み価額競争に付すことはできないが、企画面では競争に付すことができる場合であって、日本銀行の提示

した仕様書に基づき企画コンペティションを実施するとき

ハ 予期せぬ事情から契約の企画段階から契約までの期間が短く、競争に付す時間がない場合
ニ 予期せぬ事情の変化により、現に履行中の契約に直接関連する契約を新たに締結する必要が生じた場合であって（いわゆる変更・追加

契約等）、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが、履行期間、経費等の面で日本銀行にとって不利であるとき
ホ 相手方に提示する要件に高度な機密情報が含まれているため、これを複数の者に開示すると業務の目的の達成が困難となるおそれが

高く、信頼することのできる特定の者を相手方とする必要がある場合

ヘ 国、地方公共団体等の公法人または公益法人と契約する場合
ト 少額契約である場合（契約金額100万円未満＜不動産は250万円未満＞のもの）
チ 競争に付しても入札者がいない場合、再度の入札をしても落札者がいない場合、または落札者が契約を結ばない場合

1



―― 一部データを訂正しました。（訂正日：令和５年５月２日）

契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日 情報資料の購入 1,100,000
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日 情報資料の購入 2,200,000
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
スイフト通信システムの更新に伴う機器移
設作業

8,643,888 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
日銀ネットチャネル・周辺系システムの更
改にかかるデータ消去・撤去等作業

74,940,800 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
スイフト通信システムの更新に伴うハード
ウェア移設後の耐震固定作業

2,549,800 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
国庫金振込明細等保管システムの更新およ
び維持管理における帳票管理用パッケージ
ソフトウェアの調達（保守を含む）

1,615,680 （株）ムサシ 6010001058667 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
日本銀行本店にかかるシステム的観点から
みた要件の検討支援に関する業務委託

月額 2,310,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 27,720,000円

令和3年4月1日
日本銀行本店の基幹設備更新等にかかるプ
ロジェクト管理等支援に関する業務委託

78,936,000 ＰｗＣコンサルティング合同会社 1010401023102 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日
国庫送金システムおよび外国送金処理シス
テムにかかる維持管理に関する業務委託

8,905,050 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月1日
政府共通ネットワーク接続システム（ネッ
トワーク部分）にかかる維持管理に関する
業務委託

5,491,178 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月1日
国庫金振込明細等保管システムにおける維
持管理に関する業務委託

2,420,000 （株）ジェイ・アイ・エム 5010001019439 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
セキュリティ関連事務およびライブラリ関
連事務の作業支援に関する業務委託

月額 1,152,800 （株）テイルウィンドシステム 8012801006761 システム情報局 一般競争入札 13,833,600円

令和3年4月1日
日銀ネット端末システムおよび照会・帳票
データ管理システムにおけるサーバおよび
ディスクの保守（本番環境用）

月額 10,364,014 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 10,364,014円

令和3年4月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）におけるコア機能に関する保守

月額 2,025,760
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 24,309,120円

令和3年4月1日
ユーザＩＤ一元管理システムにおけるサー
バの保守（開発環境用）

月額 193,129
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,317,548円

令和3年4月1日
金融機関マスター管理システムにおける
サーバの保守（本番環境用）

月額 469,768
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,637,216円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージの保守（開発環境用）

月額 161,339
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,936,068円

令和3年4月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における更改に伴う本番環境用ネットワー
ク機器（業務ネットワーク部分）の保守
（ネットワーク機器分）

14,447,840 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における更改に伴う本番環境用ネットワー
ク機器（業務ネットワーク部分）の保守
（サーバ機器分）

3,011,580 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴い調達したハードウェアの保守（開発
環境用）

月額 539,132 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,469,584円

令和3年4月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴う構成管理サーバの保守（本番環境
用）

月額 436,077 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,232,924円

令和3年4月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うその他ネットワーク機器の保守（開
発環境用）

月額 204,899 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,458,788円

令和3年4月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴う無線アクセスポイント等ネットワー
ク機器の保守（本番環境用）

月額 133,777 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,605,324円

令和3年4月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うスイッチ等ネットワーク機器の保守
（本番環境用）

月額 2,919,931 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 35,039,172円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日
人事系統合システムの更改に伴うアプリ
ケーションサーバ用ソフトウェア（開発環
境および本番環境用）の保守

2,541,000
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）におけるセキュリティ対策用ソ
フトウェアの保守

1,178,324 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日

日銀ネット端末システムおよび照会・帳票
データ管理システムにおけるサーバおよび
ディスク装置等搭載ソフトウェアの保守
（本番環境用）

10,584,833 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
総合文書システムにおける文書管理ソフト
ウェアの保守

11,363,550 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
日銀ネット端末システムにおけるＷｅｂア
プリケーションソフトウェアの通常サポー
ト終了に伴う同機器の保守

1,485,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）におけるソフトウェアの保守

月額 969,702
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,636,424円

令和3年4月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるソ
フトウェアの保守

月額 204,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,455,200円

令和3年4月1日
分散系統合ストレージインフラにおける非
仮想サーバ等搭載ソフトウェアの保守

1,152,946
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日
日銀ネット端末システムにおける負荷試験
用ソフトウェアの保守

9,934,452
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関する開発支援用ソフトウェア
の保守

月額 215,600 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札 2,587,200円

令和3年4月1日
国庫金電子収納システムにおけるサーバ更
改に伴うマルチペイメントネットワーク共
通ソフトウェアの保守（開発環境用）

1,768,800 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
経費・物品関係システムにおけるリース
パッケージソフトウェアの保守

3,662,472 （株）イルテックス 4010901001356 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
電子メールシステムの更新に伴うソフト
ウェア（本番環境用）の保守（本行セン
ター導入分）

4,442,460 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日
ペーパーレス会議システムの構築に伴い調
達したソフトウェアの保守

2,566,080 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月1日 マクロ経済データ等関連外部情報の調達 月額 698,115 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,377,380円

令和3年4月1日
トレーディングシステムによる取引情報等
の調達

月額 1,822,198 ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 21,866,376円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日 金融証券関連外部情報サービスの調達 月額 6,600,000
（株）時事通信社
リフィニティブ・ジャパン（株）

7010001018703,
2010401031962

システム情報局 随意契約 イ－（イ） 79,200,000円

令和3年4月1日 資本市場関連外部情報（Ｗｅｂ版）の調達 25,509,000 （株）アイ・エヌ情報センター 2010001009335 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日 米国および海外マクロ経済データの調達 12,621,537
Ｈａｖｅｒ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ
，　Ｉｎｃ．

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日
国際資金フロー（株・債券のファンド・フ
ロー）データの調達

7,996,881
ＩＮＦＯＲＭＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ
ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ，ＩＮ
Ｃ．

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月1日 物価指数関連外部情報の調達 月額 110,000 （株）ナウキャスト 8010001165825 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,320,000円

令和3年4月1日 国会情報等検索サービスの調達 月額 99,000 一般社団法人　共同通信社 4010405008740 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,188,000円

令和3年4月1日 債券関連外部情報の調達 月額 374,000 （株）日本経済新聞社 3010001033086 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,488,000円

令和3年4月1日 ニュース・金融情報関連外部情報の調達 月額 4,484,370 （株）ＱＵＩＣＫ 4010001015075 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 53,812,440円

7



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月1日 証券取引関連外部情報の調達 月額 155,518 日本相互証券（株） 6010001062256 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,866,216円

令和3年4月1日
新聞記事・企業情報等データ検索外部情報
の調達

月額 115,500 ダウ・ジョーンズ・ジャパン（株） 9010001022174 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,386,000円

令和3年4月1日 アジア・新興国関連外部情報の調達 月額 790,600
ＣＥＩＣ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

システム情報局 随意契約 イ－（イ） 9,487,200円

令和3年4月1日 有価証券売買関連外部情報の調達 月額 799,040 日本相互証券（株） 6010001062256 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 9,588,480円

令和3年4月1日 普通傷害保険契約 115,700／人 東京海上日動火災保険（株） 2010001008824 総務人事局 一般競争入札 2,082,600円

令和3年4月2日 実験環境構築作業等にかかる業務委託契約 43,651,740 （株）日立製作所 7010001008844 決済機構局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年4月5日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（開発環境用）の
保守

11,852,280 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の調達（保守を含む）
（開発環境１面目用）

25,472,997 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の調達（保守を含む）
（開発環境２面目用）

46,621,850 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の調達（保守を含む）
（本番環境用）

48,251,225 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるＰＤＦ変換ソフ
トウェアの調達（保守を含む）（開発環境
１面目用）

4,400,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるＰＤＦ変換ソフ
トウェアの調達（保守を含む）（開発環境
２面目用）

4,400,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
総合文書システムにおけるＰＤＦ変換ソフ
トウェアの調達（保守を含む）（本番環境
用）

9,177,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
リモートアクセスシステムにおけるデスク
トップ仮想化ソフトウェアのライセンスの
調達

7,169,916 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
金融データベースシステムにおけるＷｅｂ
アプリケーションソフトウェア（開発環境
用）の調達

39,362,400 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月5日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（開発環境用）の
調達（保守を含む）

21,626,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月5日
構造計算ソフトウェアの調達（保守を含
む）

1,430,000 （株）マイダスアイティジャパン 3010001117896 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月7日 計量分析ソフトウェアの保守 1,293,930 マスワークス合同会社 3010403007563 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月7日
日銀ネット端末システムにおけるＩＣカー
ド（本番環境用）の調達

2,687,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月7日
リモートアクセスシステムにおけるモバイ
ルＷｉ－Ｆｉルータの回線の調達

月額 1,224,572 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 一般競争入札 29,389,728円

令和3年4月8日
スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかるケーブル接続作業

4,404,639 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月8日

スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかる設定作業およびプラットフォーム通
報サービス導入作業

35,813,056 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月8日
スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかる設定作業

49,953,816 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月8日
人事系統合システムの更改に伴う言語統合
開発用ソフトウェア（開発環境用）の調達

1,210,000
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月8日

スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴うソフト
ウェアの調達（保守および導入作業等を含
む）

28,019,648 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月8日

スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかるソフトウェアの調達（保守および導
入作業等を含む）

22,530,904 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月8日 横浜支店断熱材撤去工事 8,250,000 鹿島建設（株） 8010401006744 文書局 一般競争入札

令和3年4月9日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電気設備法定点検に伴う設備点検
事前・事後作業（バックアップセンター作
業分）

2,104,234 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月9日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（大阪支店
作業分）

1,650,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月12日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェア（保守を含む）の調達

9,698,700 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ

令和3年4月12日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェア（保守を含む）の調達

9,698,700 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ

令和3年4月12日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェア（保守を含む）の調達

19,397,400 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月13日
ＩＨＳ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅデータベー
ス使用契約

1,339,680
ＩＨＳ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｔｅ．
Ｌｔｄ

国際局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月13日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る福岡支店営業所改築に伴うシステムイン
フラの整備対応（Ⅱ期棟現地調査、移行作
業）に関する業務委託

11,943,294 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月14日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における認証サーバの更改に関する業務委
託

32,876,393 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月14日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理用ソフトウェア（開発環
境仮想サーバ分）の６年目保守

3,943,632 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月14日 支店保管庫鉄扉設備等保守 15,643,100 （株）クマヒラ 1010001108872 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月15日
Ｓ＆Ｐ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＩＱデータベー
ス使用契約

2,344,440
Ｓ＆Ｐ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅ
ｔ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ｌ
ＬＣ

国際局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月15日
新様式銀行券発行に伴う銀行券束受入機の
プログラム改修対応に関する業務委託

92,136,000 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月15日
新様式銀行券発行に伴う銀行券束受入機の
プログラム改修対応に関する業務委託

51,744,000 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月15日
銀行券束受入機の使用延長にかかる耐久性
調査に関する業務委託

25,652,000 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月15日
企業ミクロ情報関連の外部情報サービスの
調達

月額 143,000 （株）日本経済新聞社 3010001033086 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,716,000円

令和3年4月15日 アンケートの実施にかかる業務委託 5,988,400 （株）マイナビ 3010001029968 総務人事局 一般競争入札

令和3年4月16日
情報システム物流系サーバー更新の総合試
験および移行におけるパレット系設備の操
作等にかかる業務委託

1,717,309
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
情報システム物流系サーバー更新の総合試
験および移行における十束封系自動化設備
の操作等にかかる業務委託

4,176,700
三菱重工マシナリーテクノロジー
（株）

5240001001530 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
情報システム物流系サーバー更新の総合試
験および移行における銀行券束受入機の操
作等にかかる業務委託

1,193,343 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
情報システム物流系サーバー更新の総合試
験および移行における鑑査システムの操作
等にかかる業務委託

1,690,700 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る日銀ネットチャネル・周辺系システムの
更改に伴う旧システム廃止作業にかかる設
定変更（端末システム分）に関する業務委
託

5,926,074 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月16日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（バックアッ
プセンター作業分）

3,100,955 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
分散系統合ストレージインフラ等における
電気設備法定点検に伴う設備点検事前・事
後作業（バックアップセンター作業分）

2,533,520
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（大阪支店作業分）

1,581,360 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月16日
印鑑照合システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの調達（保守を含む）

1,436,380 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 チ

令和3年4月19日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）用裁断機
修理

3,114,320／個ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 194,449,200円

令和3年4月21日 本店消火設備用ポンプ補修工事 8,250,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 随意契約 ハ

令和3年4月21日 帳票用紙・事務用品等仕分け・配送
ラベルの作成・貼付

（仕分け・配送先名）
5.5／枚ほか

（株）アドレスサービス 5030001081412 文書局 一般競争入札 4,223,452円

令和3年4月21日 貨物運送
積合せ10ｋｇまで

50ｋｍまで
1,639ほか

佐川急便（株） 8130001000053 文書局 一般競争入札 29,708,316円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月22日 本店受変電設備部品交換工事 60,060,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月22日 支店保管庫鉄扉設備等保守 13,428,800 （株）オカムラ 3020001030157 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月23日
情報システム（物流系）における物流系シ
ミュレータ端末更新の予備検討にかかる業
務委託

10,780,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月23日 本店熱源設備改修主体工事 22,000,000 清水建設（株） 1010401013565 文書局 一般競争入札

令和3年4月23日 本店熱源設備改修電気設備工事 48,400,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年4月23日 本店熱源設備改修機械設備工事 187,000,000 高砂熱学工業（株） 3010001008749 文書局 一般競争入札

令和3年4月23日
名古屋支店高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器
等）廃棄物処分業務

49,713,664 中間貯蔵・環境安全事業（株） 2010401053420 文書局 随意契約 イ－（イ）

令和3年4月26日

金融経済統計情報インフラシステムにおけ
る資金循環勘定システムの更改に伴う改修
（外部設計および内部設計）に関する業務
委託

18,760,500 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月26日 記念品購入 9,700,000
（株）ＪＴＢビジネストラベルソ
リューションズ

3010601027256 総務人事局 一般競争入札

令和3年4月26日 食器洗浄機用洗剤の購入
ひまわり洗剤レギュラー

プラス25ｋｇ
7,612／ケースほか

東京サラヤ（株） 4010701006514 文書局 一般競争入札 1,716,000円

令和3年4月27日 ポリエステルバンド製作・納入 9,020／巻 積水樹脂商事(株) 7120001065949 発券局 随意契約 チ 4,004,880円

令和3年4月27日 銀行券束受入機の部品交換等作業 12,337,600 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月27日 銀行券束受入機の保守用部品の調達 8,797,800 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月27日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムの更改に伴うソフトウェア（本番環
境用）の調達

4,540,349 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月27日 書類搬送 107,800／回 太成貨物運輸（株） 6011801009339 文書局 一般競争入札 1,617,000円

令和3年4月28日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における一部ネットワーク機器のソフト
ウェアサポート終了に伴う対応に関する業
務委託

53,520,621 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月28日
印鑑照合システムにおける印鑑照合・手形
電子交換サポートシステムのアクセス制御
に関する業務委託

2,860,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月28日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等および帯域設定作業（帯域設定作
業）に関する業務委託

11,438,856 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月28日 大阪支店受変電設備点検 5,995,000 住友電設（株） 7120001044515 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）の部品交
換等作業

23,122,000 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）

令和3年4月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
の製作・納入

474,445,950 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札

令和3年4月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 1,386,000ほか
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 399,168,000円

令和3年4月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置保守用部品調達（支店分）

月額 259,996ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 61,212,096円

令和3年4月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置定期保守（支店分）

月額 824,469ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 194,595,831円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月30日
端末一元管理システムにおけるクライアン
ト端末の基本ソフトウェア更改に伴う対応
（ＳＡＣ２０Ｈ２対応）に関する業務委託

3,033,800 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想化ソフトウェア（大阪）のバージョン
アップに関する業務委託

13,111,560
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年4月30日
経費・物品関係システムにおける維持管理
にかかる業務支援に関する業務委託

12,375,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年4月30日
経費・物品関係システム（リース部分）に
おける維持管理に関する業務委託

1,716,000 （株）イルテックス 4010901001356 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年4月30日
対外接続用ウィルス対策システムの維持管
理に関する業務委託（日銀ネット端末シス
テム分）

5,758,786 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月30日
経費・物品関係システム（リース部分を除
く）における維持管理に関する業務委託

9,900,000 （株）トリニファイ 6010401049150 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年4月30日
日銀ネット端末システムの更改に伴う本番
環境用ハードウェアの保守

月額 3,563,028 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 17,815,140円

令和3年4月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ等の保守サポート切れに伴う保守

28,157,448
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月30日
日銀ネット（コア機能部分）におけるシス
テム管理サーバにかかるハードウェアの保
守（本番環境用）

月額 1,007,077 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ 12,084,924円

令和3年4月30日
業務効率化等に向けた業務自動化用ソフト
ウェアの使用権許諾（金融市場局および業
務局分）

1,884,877 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月30日
日銀ネットクロスボーダーリンク管理シス
テムの構築に伴い調達したソフトウェア
（本番大阪環境分）の保守

2,153,382 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年4月30日
日銀ネット（コア機能部分）におけるシス
テム管理サーバにかかるソフトウェアの保
守（本番環境用）

4,723,840 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ

令和3年4月30日
日銀ネット端末システムにおけるメッセー
ジ転送ソフトウェアの保守

月額 528,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,336,000円

令和3年4月30日 旅費関係業務
「旅費請求連動データ」

の作成
1,870／件ほか

西鉄旅行（株） 2290001009530 文書局 随意契約 チ 14,748,800円

令和3年4月30日 本店呼出装置更新工事にかかる設計 5,390,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年4月30日 本店保管庫鉄扉設備保守 2,204,400 （株）クマヒラ 1010001108872 文書局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年4月30日 本店行舎施設昇降機設備保守 1,887,600 フジテック（株） 3160001009212 文書局 一般競争入札

令和3年4月30日 釧路支店自家発電設備保守 1,336,500 （株）カワサキマシンシステムズ 3120001096320 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年4月30日 鹿児島支店自家発電設備保守 3,036,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年4月30日 医療事務関連業務 月額 1,467,675 （株）ニチイ学館 3010001025868 文書局 随意契約 チ 17,612,100円

令和3年4月30日 産業医委嘱契約 月額 110,000 医師　藤代一也 福岡支店 随意契約 イ－（ハ） 1,320,000円

令和3年5月1日
テレビ会議システムの更新に伴うハード
ウェアの保守（開発環境用）

3,706,164
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月1日
テレビ会議システムの更新に伴うハード
ウェアの保守（本番環境用）

8,537,496
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月1日
テレビ会議システムの更新に伴うソフト
ウェアの保守（本番環境用）

5,295,972
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月6日 書籍（付属データ含む）の購入 1,222,633 （株）紀伊國屋書店 4011101005131 調査統計局 一般競争入札

令和3年5月6日

日銀ネット（コア機能部分）における海外
預り金等計理システムのサーバ更改に伴う
システム改修および連動試験等に関する業
務委託

18,367,684 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月6日 一般廃棄物処理業務
銀行券裁断片
27.5／ｋｇ

（株）サニタリー 6340001001924 鹿児島支店 一般競争入札 1,375,000円

令和3年5月7日 トラックの保守 1,405,800 いすゞ自動車首都圏（株） 6010901021914 文書局 随意契約 チ

令和3年5月10日

金融経済統計情報インフラシステムにおけ
るＢＩＳ国際銀行統計データおよびデリバ
ティブ市場統計データの取り込みに伴う改
修に関する業務委託

21,450,000 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年5月10日 空気清浄機の購入 1,210,000 （株）トルネックス 8010001065182 文書局 一般競争入札

令和3年5月11日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

1,456,752 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月11日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

1,456,752 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月12日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る情報セキュリティ統合監視システムへの
ログ連携対応に関する業務委託

2,544,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月12日
パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）におけるソフトウェアアシュア
ランス（開発環境用）の調達

4,324,980 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月13日 計量分析用ソフトウェアの保守サービス 3,814,470 マスワークス合同会社 3010403007563 調査統計局 随意契約 イ－（イ）

令和3年5月13日
クレジットカード利用情報に基づく個人消
費指標データ

1,650,000 （株）ナウキャスト 8010001165825 調査統計局 随意契約 イ－（イ）

令和3年5月13日
海外預り金等計理システムにおける国際収
支システムのサーバ更改対応に伴う開発作
業に関する業務委託

3,050,036 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日
海外預り金等計理システムにおける物価連
動国債の元本保証対応に関する業務委託

2,802,118 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日

対外接続システムに対するセキュリティ診
断のうち侵入診断およびＷｅｂアプリケー
ション診断の企画、実施および結果分析に
関する業務委託

9,762,500 （株）ファイブドライブ 4010001095076 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月13日

日銀ネット端末システムの認証サーバ接続
ネットワークにおける日銀ネットチャネ
ル・周辺系システムの更改に伴う旧機器の
撤去等作業

11,804,320 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月13日 本店十束封系自動化設備部品交換工事 311,300,000
三菱重工マシナリーテクノロジー
（株）

5240001001530 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日 本店パレット系自動化設備部品交換工事 297,990,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日 本店銀行券裁断片処理設備部品交換工事 42,075,000 酒井重工業（株） 1010401011081 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日 本店自動倉庫鉄扉設備部品交換工事 37,400,000 （株）クマヒラ 1010001108872 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月13日 本店ＩＴＶ設備更新工事 189,970,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年5月14日
ＳＡＳ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｇｕｉｄ
ｅ を使ったデータ格納等に対するサポート
業務

2,425,500 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 金融機構局 一般競争入札

令和3年5月14日
不動産管理システムにおける分散系基盤共
通システムの一部機能廃止に伴う改修対応
に関する業務委託

3,982,715 富士通（株） 1020001071491 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年5月14日

日銀ネット（コア機能部分）における海外
預り金等計理システムのサーバ更改に伴う
システム改修および連動試験等に関する業
務委託（業務アプリケーション部分）

2,199,417 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月18日
名古屋地区金融経済懇談会会場
使用等契約

1,921,150 （株）名古屋東急ホテル 8180001039054 政策委員会室 指名競争入札

令和3年5月18日 統計データの購入 半期 2,007,500ほか
インフォーマインテリジェンス合同
会社

8010003029334 調査統計局 随意契約 イ－（イ） 4,015,000円

令和3年5月18日
貨幣鑑査機におけるプログラム改修にかか
る業務委託

1,654,840 グローリー（株） 5140001058614 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月18日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（ＯＣＲ部
分）の更新および維持管理に関する業務委
託

2,084,776,320 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和3年5月18日
業務効率化等に向けた業務自動化用ソフト
ウェアの使用権許諾（調査統計局分）

3,263,067 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月19日 帳票等の購入 20,258,700 （株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札

令和3年5月20日

政府共通ネットワーク接続システム（ネッ
トワーク部分）におけるメインセンター基
幹設備更新に伴う移行検討に関する業務委
託

2,787,400 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等に伴う機器の賃借（保守および導
入作業を含む）（開発環境用）

月額 589,193 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 随意契約 チ 42,421,896円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等に伴う機器の賃借（保守および導
入作業を含む）（本番環境用）

月額 183,524 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 随意契約 チ 13,213,728円

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等に伴う機器の賃借（保守および導
入作業を含む）（本番環境用）

月額 129,283 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 随意契約 チ 9,308,376円

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおけるコア
ルータの集約に伴う機器の賃借（保守およ
び導入作業を含む）（開発環境用）

月額 308,528 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 随意契約 チ 22,214,016円

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおけるコア
ルータの集約に伴う機器の賃借（保守およ
び導入作業を含む）（本番環境用）

月額 439,912 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 随意契約 チ 31,673,664円

令和3年5月20日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等に伴う機器の導入作業（開発環境
用）

1,871,100 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月21日

ペーパーレス会議システムにおけるパソコ
ン集中管理システム（ウィルス対策部分）
の基本ソフトウェア更改にかかる対応に関
する業務委託

2,224,640 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月21日

「日本銀行ホームページシステム（セキュ
リティ対策部分）における維持管理に関す
る業務委託（サービス利用分）」に基づく
覚書

2,038,608 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年5月21日
歳入金等ＯＣＲ処理システムの更改に伴う
ソフトウェアの保守

1,218,470 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月24日
ファイルサーバシステムにおけるＬＡＮ／
ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プログ
ラムの適用にかかる対応に関する業務委託

1,783,936 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月24日

分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓ系管理サーバの更改に伴うＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣ移行作業にかかるサポー
トサービスに関する契約

25,300,000 日本マイクロソフト（株） 2010401092245 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年5月28日
国際収支システムにおけるサーバ更改に伴
う関連機器の廃止等に関する業務委託

6,702,641 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年5月28日

ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）におけるデータベース管理用ソフト
ウェア（行内開発環境等用）の１１年目保
守

3,751,440 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月28日 本店一般廃棄物処理
可燃ごみ

66／ｋｇほか
志賀興業（株） 1012401012555 文書局 一般競争入札 3,385,800円

令和3年5月28日 本店産業廃棄物処理
廃プラ類、金属屑、ガラ

ス・陶磁器屑
132／ｋｇほか

志賀興業（株） 1012401012555 文書局 一般競争入札 1,582,680円

令和3年5月31日
休日障害対応訓練における情報システム
（勘定系）の操作等にかかる業務委託

1,412,950 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月31日

スイフト通信システムにおけるスイフトの
電文フォーマットのＩＳＯ２００２２化対
応（移行期間中の対応）＜外部設計および
内部設計＞に関する業務委託

26,422,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月31日
日銀ネット（コア機能部分）における統合
ホストのソフトウェア等の更改に伴う対応
（本番撤去対応等）に関する業務委託

9,342,729 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年5月31日
スイフト通信システムの更新に伴うハード
ウェアの保守

月額 2,062,704 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 8,250,816円

令和3年5月31日
統合ホストにおける磁気ディスク装置の保
守（開発環境用）

月額 1,002,287 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ 5,011,435円

令和3年5月31日
日銀ネット（コア機能部分）におけるディ
スクコピー機能等用ソフトウェアの使用権
許諾

22,011,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年5月31日
スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかるソフトウェアの保守

7,738,407 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月31日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの保守

1,940,400 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ

令和3年5月31日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の保守（開発環境１面目
用）

7,538,995 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年5月31日
日銀ネット（コア機能部分）におけるファ
イル転送ソフトウェアの保守（開発環境
用）

14,501,850 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年5月31日
外貨資産関係事務処理システムの更改に伴
うソフトウェア（開発環境用）の保守

2,182,400 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年5月31日
外貨資産関係事務処理システムの更改に伴
うソフトウェア（本番環境用）の保守

2,728,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年5月31日
インターネット・モニタリングサービスの
利用

2,633,400 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 総務人事局 一般競争入札

令和3年5月31日 本店昇降機設備保守 2,267,760 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札

令和3年5月31日
本店高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等）
収集運搬業務

3,894,000 （株）エコ・ポリス 4180001071432 文書局 一般競争入札

令和3年5月31日 大阪支店電話交換機設備保守 月額 110,292 （株）日立システムズ 6010701025710 文書局 一般競争入札 1,323,504円

令和3年5月31日 営業所清掃業務
トイレ清掃等

月額 88,000ほか
（株）アミックス 6370001001491 仙台支店 一般競争入札 1,279,300円

令和3年6月1日

国債証券ＯＣＲシステムの更新・維持管理
に関するハードウェアの保守（サーバおよ
びプリンター、ＯＣＲ装置１号機、ＯＣＲ
装置２号機）

月額 360,756
東芝デジタルソリューションズ
（株）

7010401052137 システム情報局 一般競争入札 4,329,072円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴う管理系サーバの保守（本番環境用）

16,021,724 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うサーバの保守（開発環境用）

2,958,896 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うネットワーク機器の保守（本番環境
用・先行稼動開始分）

102,367,015 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うネットワーク機器の保守（本番環境
用・先行稼動開始分除く）

13,046,806 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
日銀ネット（コア機能部分）における連続
帳票プリンターの保守（開発環境用）

月額 185,955 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,231,460円

令和3年6月1日
統合ホストにおけるハードウェア更改に伴
う暗号化用ソフトウェアの使用権許諾

月額 176,000 富士通Ｊａｐａｎ（株） 5010001006767 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,112,000円

令和3年6月1日
国債証券ＯＣＲシステムの更新・維持管理
に関するソフトウェアの保守（サーバ、Ｏ
ＣＲ装置１号機）

2,000,856
東芝デジタルソリューションズ
（株）

7010401052137 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月1日
リモートアクセスシステムの更新に伴う認
証サーバ用ソフトウェア等の保守（本番環
境用）

2,539,570 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の構築に伴い調達したネットワーク機器等
搭載ソフトウェアの保守（本番環境用）

4,039,640 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システムの更改に伴う
サーバ搭載ソフトウェアの保守（開発環境
用）

1,760,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（センタ部
分）の更改対応に伴うソフトウェアの保守
（本番環境用）

3,520,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月1日
外貨資産関係事務処理システムの帳票出力
用ソフトウェア（開発環境および本番環境
用）の保守

1,568,160 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日 中国金融・経済データ等の調達 4,164,048
ＷＩＮＤ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
（ＨＫ）　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍ
ｉｔｅｄ

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月1日
旧小樽支店金融資料館空調設備等改修主体
工事

264,000,000 （株）竹中工務店 3120001077469 文書局 一般競争入札

令和3年6月1日
旧小樽支店金融資料館空調設備等改修機械
設備工事

200,200,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年6月1日
旧小樽支店金融資料館空調設備等改修電気
設備工事

185,900,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月2日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る大阪支店技術員室・中央監視盤室間の
パーティション移設に伴うＬＡＮ／ＷＡＮ
ラックの移設に関する業務委託

1,995,246 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月3日 マーケット関連情報資料の購入 年額 1,973,915 Ｄｅａｌｏｇｉｃ 　Ｌｉｍｉｔｅｄ 国際局 随意契約 イ－（イ） 5,921,747円

令和3年6月3日

分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改に
伴うサーバ等の賃借（開発環境用、保守お
よび導入作業を含む）

月額 325,908 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 15,643,584円

令和3年6月3日
分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改に
伴うサーバ等の導入作業（開発環境用）

3,551,050 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月3日

分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改に
伴うサーバ等の調達（開発環境用、保守お
よび導入作業を含む）

5,894,050 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月3日

分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改に
伴うサーバ等の調達（開発環境用、保守お
よび導入作業を含む）

1,726,322 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月3日
リモートアクセスシステムにおけるモバイ
ルＷｉ－Ｆｉルータの回線の調達

月額 242,530 （株）ＮＴＴドコモ 1010001067912 システム情報局 一般競争入札 5,820,720円

令和3年6月3日
リモートアクセスシステムにおけるモバイ
ルＷｉ－Ｆｉルータの回線の調達（高性能
機種分）

月額 113,319 （株）ＮＴＴドコモ 1010001067912 システム情報局 随意契約 チ 2,719,656円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月3日 支店保管庫扉錠交換工事 9,255,400 （株）オカムラ 3020001030157 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
休日障害対応訓練における情報システム
（物流系）の操作等にかかる業務委託

1,100,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムの更改（要件定義）に関する業
務委託

6,330,720 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
日銀ネット端末システムの更改（要件定
義）に関する業務委託

60,656,112 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日

日銀ネット照会・帳票データ管理システム
における統合ホスト廃止に伴う連動中継機
能の追加（要件定義および外部設計）に関
する業務委託

3,841,893 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
スイフト通信システムにおけるＬＡＮ／Ｗ
ＡＮ端末等へのセキュリティ修正プログラ
ムの適用に関する業務委託

1,787,500 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
対外接続用ウィルス対策システムの更新に
関する業務委託

78,354,760 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 チ

令和3年6月4日
スイフト通信システムのＣｕｓｔｏｍｅｒ
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅの
実施にかかる業務支援に関する業務委託

6,270,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月4日
対外接続用ウィルス対策システムの維持管
理に関する業務委託

77,784,960 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 チ

令和3年6月4日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電気設備法定点検に伴う電源操作
および稼動確認作業（大阪支店作業分）

2,061,994 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（大阪支店作業分）

1,581,360 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月4日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（大阪支店
作業分）

1,650,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月7日

日銀ネット端末システムにおける端末搭載
基本ソフトウェアの機能更新プログラムの
適用にかかる対応（影響調査等）に関する
業務委託

9,044,986 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月7日
国庫金総括計理等システムにおけるデジタ
ル庁創設対応に関する業務委託

1,421,574 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月7日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における利用先擬制環境の増強等に関する
業務委託

12,188,341 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月7日
分散系統合ストレージインフラにおける
ケーブル敷設等作業

5,365,580
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月8日
ペーパーレス会議システムにおけるＬＡＮ
／ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プロ
グラムの適用に関する業務委託

1,900,800 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月9日 札幌支店保管庫出入口内扉更新工事 7,106,000 （株）クマヒラ 1010001108872 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの賃借（保守および導入
作業等を含む）

月額 1,557,644 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 74,766,912円

令和3年6月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの賃借（保守および導入
作業等を含む）

月額 8,420,192 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 404,169,216円

令和3年6月10日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるタイムサーバの賃借（導入
作業を含む）

月額 95,062 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 4,562,976円

令和3年6月10日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かる導入作業

10,307,220 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月10日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かる導入作業

1,465,200 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月10日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの耐震固定作業

2,054,320 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの調達（保守および導入
作業等を含む）

16,007,050 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの調達（保守および導入
作業等を含む）

3,792,800 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月10日 弁護士報酬契約 1,100,000
太田･石井法律事務所 弁護士 太田恒
久

総務人事局 随意契約 イ－（ハ）

令和3年6月11日
全国企業短期経済観測調査システムにおけ
る調査先企業情報検索処理の機能改善に関
する業務委託

1,391,197 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和3年6月11日
分散系統合ストレージインフラにおける大
阪ストレージ装置等の賃借（保守および導
入作業等を含む）

月額 3,380,938 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 162,285,024円

令和3年6月11日
分散系統合ストレージインフラにおける大
阪ストレージ装置等の導入作業

4,237,604 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月11日 設備点検に伴うシステム停止・起動作業 3,012,075 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月11日

統合ホストのソフトウェア等の更改にかか
る運行監視サーバの更改に伴うＷｅｂアプ
リケーションソフトウェア（本番環境用）
の保守

1,565,256 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月11日
端末にかかる情報セキュリティ対策用ソフ
トウェア等の調達（保守を含む）

5,607,800
（株）インフォメーション・ディベ
ロプメント

7010001011096 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月11日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるデータベース管理ソフトウェアの
保守（本番環境用）

46,510,094 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月11日
分散系統合ストレージインフラにおける大
阪ストレージ装置等の調達（保守および導
入作業等を含む）

6,751,844 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月11日 衛星通信電話サービス機器撤去作業 1,975,050 （株）衛星ネットワーク 8010401004021 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月11日 支店自家発電設備保守 12,474,000 （株）カワサキマシンシステムズ 3120001096320 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月11日 大分支店空調設備等改修主体工事 284,900,000 東急建設（株） 9011001040166 文書局 随意契約 チ

令和3年6月11日 大分支店空調設備等改修電気設備工事 239,415,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年6月11日 大分支店空調設備等改修受変電設備工事 51,150,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月11日 大分支店空調設備等改修機械設備工事 305,800,000 三建設備工業（株） 6010001044155 文書局 一般競争入札

令和3年6月11日 支店銀行券裁断片処理設備部品交換工事 26,012,800 ナカバヤシ（株） 4120001086023 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月15日 ＣＲＤ蓄積データの購入 6,600,000 一般社団法人ＣＲＤ協会 7010005008535 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月15日 植栽管理業務 1,210,000 （株）植留緑化土木 4380001000180 福島支店 一般競争入札

令和3年6月16日 貸切航空運送業務委託契約 13,782,319 （株）Ｊｅｔ Ｔｅａｍ 4010001148115 政策委員会室 随意契約 ハ

令和3年6月16日

分散系統合ストレージインフラにおけるパ
ソコン集中管理システム（ウィルス対策部
分）の更改対応（サーバの廃止作業等）に
関する業務委託

1,466,520
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月16日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（開発環境用＜戸田分館
分＞等）の賃借（保守および導入作業を含
む）

月額 216,227 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 15,568,344円

令和3年6月16日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（メインセン
ター作業分）

1,369,115 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月16日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（開発環境用＜戸田分館
分＞等）の導入作業

1,177,000 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月16日 受変電設備年次点検整備業務 2,827,000 ダイダン（株） 6120001045084 名古屋支店 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月17日

統合ホスト（ネットワーク部分）における
一部ネットワーク機器のソフトウェアサ
ポート終了に伴う対応（全銀ＲＣ接続分）
に関する業務委託

16,082,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月17日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（メインセン
ター作業分）

1,995,400 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月17日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応に伴う東阪間非東海道ルートの回線
の調達（導入作業を含む）

月額 979,000
（株）ＴＯＫＡＩコミュニケーショ
ンズ

2080001004346 システム情報局 一般競争入札 11,748,000円

令和3年6月18日

日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおける端末へのセキュリティ
修正プログラムの適用にかかる対応に関す
る業務委託

3,191,738 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月18日

日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおける日銀ネット対外コン
ピュータ接続システムの利用先障害への対
応力強化に関する業務委託

1,846,460 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月18日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるセキュリティ修正プログラムの適
用作業に関する業務委託

1,167,683 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月18日
国際収支システムにおける外部利用者環境
変更対応に関する業務委託

3,876,884 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年6月18日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムの更改に伴うクライアント認証装置
の賃借（保守および導入作業を含む）

月額 442,508 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 21,240,384円

令和3年6月18日
分散系統合ストレージインフラ等における
電気設備法定点検に伴う設備点検事前・事
後作業（バックアップセンター作業分）

2,449,040
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月18日
分散系統合ストレージインフラ等における
電気設備法定点検に伴う設備点検事前・事
後作業（メインセンター作業分）

2,678,170
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月18日 前橋支店直流電源装置用蓄電池交換工事 3,300,000
エナジーシステムサービスジャパン
（株）

9011501008398 文書局 一般競争入札

令和3年6月18日 那覇支店直流電源装置用蓄電池交換工事 3,179,000
エナジーシステムサービスジャパン
（株）

9011501008398 文書局 一般競争入札

令和3年6月21日

対外接続システムに対するセキュリティ診
断のうち侵入診断およびＷｅｂアプリケー
ション診断の企画、実施および結果分析に
関する業務委託

7,040,000 ストーンビートセキュリティ（株） 9010601047835 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月21日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の認証サーバの更改に伴う同機器の賃借
（保守および導入作業を含む）

月額 105,963 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 5,086,224円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月21日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の認証サーバの更改に伴う同機器の導入作
業

1,430,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月22日
統合ホスト対外接続ネットワークにおける
ネットワーク機器のソフトウェアのサポー
ト終了に伴うネットワーク機器の賃借

月額 721,600
丸紅ネットワークソリューションズ
（株）

9030001023039 システム情報局 随意契約 チ 5,772,800円

令和3年6月22日
スイフト通信システムの更新に伴う連動用
ソフトウェアの２年目保守（開発環境用）

6,342,336 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月22日 本店空調機等更新工事にかかる設計 8,140,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年6月22日 非常用物品の購入 5,493,107 ミドリ安全（株） 1011001022683 文書局 一般競争入札

令和3年6月25日 計量分析用ソフトウェアの保守サービス 4,384,600 （株）ライトストーン 5010601032155 調査統計局 一般競争入札

令和3年6月25日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
の製作・納入

597,092,320 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札

令和3年6月25日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日銀ネット（コア機能部分）の
ハードウェアおよびソフトウェアの更改に
かかる事前調査に関する業務委託

1,222,881 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月25日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うコア機能擬制サーバ等の保守
（府中本番環境用）

月額 97,614 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 1,171,368円

令和3年6月25日 支店自家発電設備保守 1,595,000 ヤンマーエネルギーシステム（株） 7120001103691 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月25日 帳票等の購入 1,283,139 ツバメ工業（株） 2500001014715 文書局 一般競争入札

令和3年6月29日
日銀ネット端末システムにおけるＩＤカー
ドリーダ／ライタの製造終了に伴う対応に
関する業務委託

3,256,704 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月29日 本店サーバー用電源設置対応工事 308,000,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年6月30日
Ｇａｖｅｋａｌ　Ｄｒａｇｏｎｏｍｉｃｓ
使用契約

1,115,800
Ｇａｖｅｋａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ
Ｌｉｍｉｔｅｄ

国際局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日 模擬券製作・納入 5,940,000 独立行政法人国立印刷局 6010405003434 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日
日本銀行ホームページシステム（オリジン
サーバ部分）の更新および維持管理に関す
る業務委託

1,044,450,000
（株）インターネットイニシアティ
ブ

6010001011147 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月30日

分散系基盤共通システムにおける分散系統
合ストレージインフラの仮想環境（府中）
のＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ２０１９の
提供にかかる対応に関する業務委託

1,501,137 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴う同シス
テム用ネットワーク環境延伸およびサーバ
等の移設対応（設計）に関する業務委託

80,077,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日

分散系統合ストレージインフラにおける予
防保守作業およびソフトウェアの保守サ
ポート切れに伴うバージョンアップ対応に
関する業務委託

9,365,400
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（センタ部
分）の更改（外部設計および内部設計）に
関する業務委託

254,774,635 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日

統合ホスト（歳出金集中払等システム）に
おける支出官払化に伴う官庁会計システム
との回線帯域制御の変更対応に関する業務
委託

3,709,860 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日
統合ホスト（歳出金集中払等システム）に
おける官庁会計システム（ＡＤＡＭＳⅡ）
の更改に伴う対応に関する業務委託

6,757,245 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日

日銀ネット（コア機能部分）におけるアプ
リケーションフレームワークソフトウェア
の受入に伴う改修（環境構築）に関する業
務委託

17,215,101 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日

日銀ネット（コア機能部分のうちアプリ
ケーションフレームワークソフトウェア）
の更改（環境構築および非互換調査）に関
する業務委託

217,995,619 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月30日
海外預り金等計理システムにおけるサーバ
更改等に伴う開発作業（総合運転試験およ
び本番移行）に関する業務委託

35,501,730 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日
歳入金等ＯＣＲ処理システムの更新にかか
る業務支援に関する業務委託

月額 2,266,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札 27,192,000円

令和3年6月30日
デリバティブ市場統計システムにおける改
修および維持管理に関する業務委託

14,630,000 （株）ＴＳＰ 1011001014417 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年6月30日
金融経済統計情報インフラシステムにおけ
る維持管理に関する業務委託

22,374,000 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日
リモートアクセスシステムの更新に伴う
ハードウェアの保守（開発環境用）

月額 706,786 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 8,481,432円

令和3年6月30日
基幹ネットワークシステムにおけるネット
ワーク機器搭載部品の保守（本番環境用）

55,468,512 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月30日
基幹ネットワークシステムにおけるネット
ワーク機器搭載部品の保守（開発環境用）

14,054,568 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月30日 インターネットパソコンの導入作業 18,937,600 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月30日
人事系統合システムにおけるマイナンバー
管理プラットフォームの利用に関する契約

2,293,416
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（経費・
物品関係システム、開発環境用）

1,899,216 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月30日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（経費・
物品関係システム、本番環境用）

3,337,276 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月30日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）における監視用ソフトウェアの保守

月額 1,045,440
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 12,545,280円

令和3年6月30日
分散系統合ストレージインフラにおける監
視用ソフトウェアの保守

163,680,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日
分散系基盤共通システムにおけるディレク
トリ管理ソフトウェアの保守

12,540,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年6月30日
電子交換所接続用システムにおける電子交
換所の稼動開始対応にかかる回線の調達
（導入作業を含む）

5,680,400 ＫＤＤＩ（株） 9011101031552 システム情報局 一般競争入札

令和3年6月30日 本店昇降機設備保守 32,153,880 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年6月30日 本店昇降機設備保守 4,094,640 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年6月30日 本店建物・設備等管理業務
日常・定期清掃

（毎月固定作業分）
月額 10,647,187.1ほか

グローブシップ（株） 5010001055269 文書局 一般競争入札 529,350,817円

令和3年6月30日 大阪支店昇降機設備保守 4,734,510 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和3年6月30日 広島支店昇降機設備保守 1,962,180 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和3年6月30日 北九州支店自家発電設備保守 2,260,676 日本リーテック（株） 5011501002891 文書局 一般競争入札

令和3年6月30日 メーリング業務
1点封入・封緘
8.8／点ほか

（株）アドレスサービス 5030001081412 文書局 一般競争入札 16,225,688円

令和3年6月30日
アンケート調査物等の封入・封緘・発送業
務

1点封入・封緘
6.6／点ほか

東京都ビジネスサービス（株） 9010601004852 文書局 一般競争入札 3,056,169円

令和3年6月30日 営業所で使用するガスの調達 7,008,738 関西電力（株） 3120001059632 大阪支店 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月1日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（統合国
庫記帳システム・開発分）

3,243,460 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月1日
政府共通ネットワーク接続システムの更改
に伴うハードウェア（開発環境用）の保守
（サーバ分）

月額 128,379 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 1,540,548円

令和3年7月1日
国際収支システムにおける監視サーバ等の
保守（本番環境用）

月額 358,268
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,299,216円

令和3年7月1日
国際収支システムにおけるサーバの保守サ
ポート切れに伴うサーバの保守（本番環境
用）

月額 1,510,579
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 18,126,948円

令和3年7月1日
国際収支システムにおける外郭ＤＭＺ監視
サーバ等の保守（開発環境用）

月額 157,410
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,888,920円

令和3年7月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
管理サーバの保守（メインセンター分＜本
番環境用＞）

月額 887,428
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 10,649,136円

令和3年7月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
管理サーバの保守（バックアップセンター
分）

月額 469,055
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,628,660円

令和3年7月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
管理サーバの保守（開発環境用）

月額 397,379
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,768,548円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）の更改対応に伴う読取制御端末
の保守（開発環境用）

月額 957,660 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,491,920円

令和3年7月1日
電子メールシステムの更新に伴うハード
ウェアの保守（本行センター導入分＜本番
環境用＞）

月額 2,824,690 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 33,896,280円

令和3年7月1日
基幹ネットワークにおける構成管理サーバ
の更改に伴うサーバ等の保守

月額 204,083 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 2,448,996円

令和3年7月1日
人事系統合システムにおけるパッケージソ
フトウェアの保守

50,820,000
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月1日
日銀ネット端末システムにおける試験用Ｉ
Ｄカード等搭載ソフトウェアの保守

1,386,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月1日
リモートアクセスシステムの更新に伴うソ
フトウェアの保守（開発環境用）

4,364,078 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月1日
政府共通ネットワーク接続システムの更改
に伴うソフトウェアの保守（開発環境用）

8,322,927 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月1日
日銀ネットクロスボーダーリンク管理シス
テムの構築に伴うソフトウェアの保守（開
発環境用）

2,538,175 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月1日
金融経済統計情報インフラシステム等の構
築に伴う情報検索用ソフトウェアの保守

10,824,000 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うコア機能擬制サーバ等（本番
環境用）の保守（府中本番環境用）

1,342,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）の更改対応に伴うＯＣＲ製品の
保守（開発環境用）

3,938,660 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月1日
電子メールシステムの更新に伴うハード
ウェアおよびソフトウェアの保守（本行セ
ンター導入分＜本番環境用＞）

23,353,044 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月1日 企業収益予想データ関連外部情報の調達 月額 703,274 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,439,288円

令和3年7月1日 マクロ経済データ等関連外部情報の調達 月額 290,466 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,485,592円

令和3年7月1日 市場データ等関連外部情報の調達 月額 15,961,600 ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 191,539,200円

令和3年7月1日 高松支店行舎屋上防水改修工事 7,150,000 四電エンジニアリング（株） 1470001002096 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月1日 名古屋支店行舎屋上防水改修工事 18,315,000 清水建設（株） 1010401013565 文書局 一般競争入札

令和3年7月1日 支店防災防犯設備更新工事にかかる設計 6,006,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年7月2日 支店自家発電設備オーバーホール等工事 68,420,000 （株）カワサキマシンシステムズ 3120001096320 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月5日
印鑑照合システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの調達（保守を含む）
（本番分）

15,252,270 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 チ

令和3年7月5日
本店インターネット光ケーブル用配管敷設
等工事

109,997,800 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 文書局 一般競争入札

令和3年7月5日 大阪支店空調中央監視設備部品交換工事 17,127,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月7日 貨幣用大袋製作・納入 577.5／袋 ハイランド（株） 3060001012259 発券局 一般競争入札 50,820,000円

令和3年7月7日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改対
応に関する業務委託

4,463,052 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月7日
大阪支店銀行券裁断片処理設備部品交換工
事

6,589,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月8日
インターネットパソコンの賃借（導入作業
を含む）

月額 706,277 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 33,901,296円

令和3年7月8日 国際調査レポート関連外部情報の調達 月額 220,000 公益財団法人国際金融情報センター 4010005018834 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,640,000円

令和3年7月8日 オフィス家具の購入 2,866,050 （株）文祥堂 6010001055730 文書局 一般競争入札

令和3年7月9日
日銀ネット（コア機能部分）におけるＬＡ
Ｎ／ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プ
ログラムの適用に関する業務委託

2,411,409 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月9日 本店電気設備部品交換工事 41,140,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月9日 本店自家発電設備部品交換工事 16,867,400 （株）第一テクノ 8010701005413 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月9日
本店高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等）処分
業務

494,358,172 中間貯蔵・環境安全事業（株） 2010401053420 文書局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月9日 支店自家発電設備オーバーホール等工事 10,010,000 ヤンマーエネルギーシステム（株） 7120001103691 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月9日 空調用フィルターの調達 2,173,380 新日本美風（株） 6120001029145 大阪支店 一般競争入札

令和3年7月9日 蛍光灯等の調達 1,646,700 マルヤ電気（株） 2120001052976 大阪支店 一般競争入札

令和3年7月12日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における利用先擬制環境の増強等にかかる
ネットワーク機器等の賃借（保守および導
入作業等を含む）

月額 110,792 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 5,318,016円

令和3年7月12日
日銀ネット（コア機能部分）におけるシス
テム管理サーバにかかるソフトウェアの６
年目保守（開発環境用）

4,843,960 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの賃借（導入作業等を含む）

月額 201,894 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 21,804,552円

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの導入作業

8,437,000 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの導入作業

3,564,000 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの導入作業

2,926,000 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの耐震固定作業

15,118,400 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの耐震固定作業

5,087,500 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月13日
メインセンター基幹設備更新に伴うサーバ
ラックの耐震固定作業

4,079,900 三機工業（株） 2010001008683 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月14日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおける予防保守に関する業務
委託

24,782,131 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月14日
身の回りＬＡＮ／ＷＡＮ端末等における標
的型攻撃対策ソフトウェアの導入に伴う同
ソフトウェアの調達（保守を含む）

15,015,000
エヌ・ティ・ティ・アドバンステク
ノロジ（株）

9011101028202 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月15日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）の部品交
換等作業

24,035,000 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）

令和3年7月15日
分散系統合ストレージインフラの基本ソフ
トウェア（府中・大阪環境）における品質
向上（構築・試験）に関する業務委託

30,317,760
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月15日
スイフト通信システムにおけるログモニタ
リング対応に関する業務委託

12,012,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月15日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（金融
データベースシステム、本番環境用）

21,123,062 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月15日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（国際収
支システム、本番環境用）

7,819,363 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月15日

金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（日本銀
行対金融機関等情報ネットワークシステ
ム、開発環境用）

2,401,278 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月15日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（国際収
支システム、開発環境用）

4,855,092 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月15日
外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフトスタンダード変更対応に伴う電文編
集パッケージソフトウェアの調達

6,594,500 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月16日
国庫送金システムにおける端末更改に関す
る業務委託

6,869,610 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月16日
外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフトスタンダード変更対応に関する業務
委託

3,511,117 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月16日

日銀ネット（コア機能部分）および統合ホ
ストにおける統合ホストのソフトウェア等
の更改に伴うプロキシサーバの定義修正に
関する業務委託

2,057,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月19日 ハンドリフトトラック等の購入 8,872,600 日輸工業（株） 3013301009648 文書局 一般競争入札

令和3年7月21日 本店昇降機改修工事 29,425,000 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和3年7月21日 本店空冷冷凍機部品交換工事 35,200,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年7月21日
本店ｘ８６サーバー一元管理システム移行
等対応工事

1,122,000,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年7月26日 中央銀行関連情報資料の購入 1,607,000
Ｉｎｆｏｐｒｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ
Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

国際局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月26日
インターネット接続パソコンの設定変更に
関する作業

17,350,740 ＮＥＣフィールディング（株） 3010401022977 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月26日 本店厨房機器等更新機械設備工事 28,600,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月26日 本店厨房機器等更新電気設備工事 4,950,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年7月28日 建築物環境測定器の購入 1,418,590 千代田計測工業（株） 9010501008053 文書局 一般競争入札

令和3年7月29日 クラウドサービスの利用にかかる契約 22,868,293 日本電気（株） 7010401022916 決済機構局 随意契約 チ

令和3年7月29日
国際収支システムにおけるクライアント証
明書のライセンスの使用権許諾

4,628,250 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月29日 支店直流電源装置用蓄電池交換工事 6,846,840 （株）デンソーソリューション 2011001039512 文書局 一般競争入札

令和3年7月30日
設備統括シミュレータ搭載パソコンの更新
にかかる業務委託

3,410,000 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
記名簿管理システムにおける更改および維
持管理に関する業務委託

83,017,924
東芝デジタルソリューションズ
（株）

7010401052137 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年7月30日

日銀ネット端末システムにおける端末搭載
基本ソフトウェアの機能更新プログラムの
適用にかかる対応（プログラム設計および
製造から本番移行まで）に関する業務委託

9,146,758 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ装置（大阪・上位ディスク）の構
築（設計から試験まで）に関する業務委託

36,996,960
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日

分散系統合ストレージインフラにおける情
報セキュリティ統合監視システムの構築対
応（事前検討、照会対応等）に関する業務
委託

6,534,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日

分散系統合ストレージインフラにおける予
防保守作業およびソフトウェアの保守サ
ポート切れに伴うバージョンアップ対応
（適用準備および開発環境適用）に関する
業務委託

47,436,840
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
国庫国債事務取扱手数料等システムにおけ
る更改に関する業務委託

8,980,400 日本電子計算（株） 2010601038584 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
スイフト通信システムにおけるブラウザ変
更に伴う影響調査に関する業務委託

2,310,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
ファイルサーバシステムにおける分散系統
合ストレージインフラの予防保守作業に関
する業務委託

1,198,582 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
国庫金電子収納システムにおける国庫国債
事務取扱手数料等システムの更改に伴う連
動方式変更に関する業務委託

4,571,077 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年7月30日
統合国庫記帳システムの更改（非互換調査
から内部設計まで）に関する業務委託

125,177,800 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
諸勘定集計計算システムにおける改修およ
び維持管理に関する業務委託

15,048,000 （株）バイトルヒクマ 7011101017165 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年7月30日
情報セキュリティ統合監視システムの構築
および維持管理に関する業務委託

154,490,093 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
情報セキュリティ統合監視システムの監視
運用サービスおよび回線サービスの提供に
関する業務委託

111,709,904 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
ポータルシステムにおける維持管理に関す
る業務委託

14,163,715 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年7月30日
経費・物品関係システム（リース部分を除
く）における維持管理に関する業務委託

9,907,857 （株）トリニファイ 6010401049150 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年7月30日
職員用ファイルサーバの更新に伴うスト
レージ装置（開発環境用）の賃借（保守お
よび導入作業を含む）

月額 255,607 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 12,269,136円

令和3年7月30日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（開発環境用）の賃借（保守および導入
作業を含む）

月額 571,329 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 27,423,792円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等（保守および導入作業を含む）の
保守（本番環境用）

4,784,269 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守

3,425,468 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける大
阪ストレージ装置等の保守

3,634,989 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
リモートアクセスシステムの更新に伴う
ハードウェアの保守（本番環境用）

月額 1,696,295 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 20,355,540円

令和3年7月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるハード
ウェアの保守（サーバ等分・開発環境用）

月額 1,290,341 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 15,484,092円

令和3年7月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるハード
ウェアの保守（ネットワーク機器分・開発
環境用）

月額 254,747 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 3,056,964円

令和3年7月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるサーバ等
およびネットワーク機器の保守（サーバ等
分・本番環境用）

月額 2,364,930 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 28,379,160円

令和3年7月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるサーバ等
およびネットワーク機器の保守（ネット
ワーク機器分・本番環境用）

月額 436,216 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 5,234,592円

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等の５年目保守
（本番環境用サーバ分）

月額 1,761,592 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 21,139,104円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等の５年目保守
（開発環境用サーバ分）

月額 1,133,642 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 13,603,704円

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等の５年目保守
（本番環境用ネットワーク機器分）

月額 1,615,970 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 19,391,640円

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（専用区画）の構
築にかかるネットワーク機器等の５年目保
守

月額 1,314,536 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 15,774,432円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ装置等の９年目保守

月額 987,573
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,850,876円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるイ
ンフラ構築の６年目保守

月額 455,272
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,463,264円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の６年目保守

月額 1,739,995
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 20,879,940円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける大
阪行内統合管理サーバ等の６年目保守

月額 527,990
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,111,960円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバ等の５年目保守

月額 539,251
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 6,471,012円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応の５年目保守

月額 235,501
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,826,012円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の５年目保守（ＯＣＲ本番および
ＯＣＲ大阪サーバ分）

月額 701,245
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,414,940円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の４年目保守

月額 162,780
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,953,360円

令和3年7月30日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバの保守（本店分）

月額 433,983 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 5,207,796円

令和3年7月30日
基幹ネットワークシステムにおける運行監
視サーバ等の保守

月額 112,761 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 1,353,132円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守

7,952,744 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 280,962 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 3,371,544円

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 1,050,016 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 12,600,192円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（開発環境用）の導入作業

5,231,827 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるサーバ管
理用ソフトウェアの保守（本番環境用）

56,393,907 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日

日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるＷｅｂアプリケーションソ
フトウェア等（開発環境および本番環境
用）の保守（開発環境用）

10,390,870 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
日銀ネット端末システムにおけるＷｅｂア
プリケーションソフトウェア（開発環境）
の保守

6,073,056 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等のソフトウェ
アの５年目保守（本番環境用サーバ分）

20,241,777 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等のソフトウェ
アの５年目保守（開発環境用サーバ分）

9,902,112 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（専用区画）の構
築にかかるネットワーク機器等のソフト
ウェアの５年目保守

8,533,932 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うネットワーク監視サーバ用ソ
フトウェアの保守

月額 220,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 チ 2,640,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年7月30日
ポータルシステムにおけるシステム基盤ソ
フトウェアの保守（開発環境および本番環
境用）

4,444,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（オフサ
イトモニタリングシステム開発環境用）

1,500,100 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（開発環境用）の調達（保守および導入
作業を含む）

11,269,256 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおけるライブラリ管理ソフト
ウェアの調達

3,928,320 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年7月30日 採用にかかる業務委託 2,970,000 （株）ディスコ 9010001102075 総務人事局 随意契約 イ－（イ）

令和3年7月30日 家財寄託
保管料

627／㎥ほか
三菱倉庫（株） 8010001034947 文書局 一般競争入札 1,581,690円

令和3年7月30日 営業所等建物・設備等管理業務 35,138,664 大林ファシリティーズ（株） 3120001085521 大阪支店 一般競争入札

令和3年8月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴う負荷分散装置（本番環境用）
の保守

月額 1,623,283 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 19,479,396円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月1日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関する外部負荷分散装置（開発
環境用）の保守

月額 1,527,680 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 18,332,160円

令和3年8月1日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるサーバの保守（開発環境
用）

月額 560,498
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,725,976円

令和3年8月1日
金融データベースシステムにおけるサーバ
の保守（本番環境用）

月額 2,473,372
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 29,680,464円

令和3年8月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
対外管理サーバの保守（バックアップセン
ター分）

月額 206,791
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,481,492円

令和3年8月1日
分散系統合ストレージインフラの構築に伴
う外為資料システムの搭載に伴い導入した
ストレージの保守（開発環境用）

月額 99,466
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,193,592円

令和3年8月1日
分散系統合ストレージインフラの構築に伴
うバックアップサーバ等の保守（本番環境
用）

月額 520,898
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,250,776円

令和3年8月1日
分散系統合ストレージインフラにおける２
年目保守

月額 94,081
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,128,972円

令和3年8月1日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る日銀ネット（コア機能部分）のハード
ウェアおよび基本ソフトウェア等の更改に
伴うハードウェアの保守（開発環境用）

2,859,993 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月1日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る日銀ネット（コア機能部分）のハード
ウェアおよび基本ソフトウェア等の更改に
伴うハードウェアの保守（本番環境用）

2,035,686 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うコア機能擬制サーバ等（本番
環境用）の保守（大阪本番環境用）

月額 100,617 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 1,207,404円

令和3年8月1日
外貨資産関係事務処理システムのサーバ更
改に伴うプロキシ装置等の保守（プロキシ
装置分）

月額 112,200 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 1,346,400円

令和3年8月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）の更改対応に伴う読取制御装置
の保守（開発環境用）

月額 558,910 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,706,920円

令和3年8月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）における読取制御端末等（本番
環境用）の２年目保守（本店分）

月額 3,429,580 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 41,154,960円

令和3年8月1日
基幹ネットワークにおける日銀ネットの構
築に伴い調達したネットワーク機器等の保
守（開発環境用）

2,097,216 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月1日
リモートアクセスシステムの更新に伴うソ
フトウェアの保守（本番環境用）

11,590,220 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるサーバ管
理用ソフトウェアの保守（開発環境用）

38,179,851 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかる改竄検知
ソフトウェアの保守（開発環境用）

1,549,864 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
および照会・帳票データ管理システムにお
けるシステム基盤の更改にかかるサーバ等
およびネットワーク機器ならびに搭載ソフ
トウェアの調達における改竄検知ソフト
ウェアの保守（本番環境およびバックアッ
プセンター開発環境用）

1,629,421 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日
リモートアクセスシステムの更新に伴う認
証サーバ用ソフトウェア等の保守（認証
サーバ用ソフトウェア分＜本番環境用＞）

3,131,568 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日
分散系統合ストレージインフラにおける基
本ソフトウェアの保守

月額 1,430,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 17,160,000円

令和3年8月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うコア機能擬制サーバ等（本番
環境用）の保守（大阪本番環境用）

1,342,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴う電文制御用ソフトウェアの保
守（本番環境用）

月額 1,540,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 18,480,000円

令和3年8月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴う電文制御用ソフトウェアにか
かる保守

月額 3,300,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 39,600,000円

令和3年8月1日
金融データベースシステムの構築に伴い調
達したソフトウェアの保守

月額 704,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,448,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）の更改対応に伴うソフトウェア
の保守（開発環境用）

1,857,680 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月1日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改に伴う帳票作成ソフトウェア（本番
環境用）の保守

1,287,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）における読取制御端末等（本番
環境用）の２年目保守（本店分）

4,020,170 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月2日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（大阪分）
の保守

1,829,520 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月2日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（大阪分）
の調達（保守を含む）

7,622,907 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月2日 保健衛生用品の購入
ＭＳ温シップ

（20ｇ×5）×10
802／箱ほか

（株）メディセオ 5010001087238 文書局 一般競争入札 19,364,657円

令和3年8月3日

日銀ネット照会・帳票データ管理システム
における日銀ネット（チャネル・周辺機
能）一元管理システムの予防保守に関する
業務委託

2,099,047 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月4日
職員用ファイルサーバにおけるＩＴ投資計
画作業に関する業務委託

1,887,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月5日
身の回りプリンターの賃借（導入作業を含
む）

月額 384,307 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 18,446,736円

令和3年8月5日 身の回りプリンターの導入作業 5,280,000 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月5日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（府中分）
の保守

2,650,560 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月5日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（府中分）
の調達（保守を含む）

10,255,300 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月5日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（府中分）
の調達（保守を含む）

2,595,560 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月5日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（府中分）
の調達（保守を含む）

2,760,230 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月6日
設備統括シミュレータの業務処理プログラ
ム機能追加にかかる業務委託

1,791,900
三菱重工マシナリーテクノロジー
（株）

5240001001530 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月6日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改（要件定義および外部設計）に関す
る業務委託

54,600,678 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月6日
スイフト通信システムにおけるスイフトス
タンダード変更対応に関する業務委託

29,260,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月6日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改（要件定義）に関する業務委託

35,721,070 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月6日
人事系統合システムの更新に向けた技術調
査に関する業務委託

11,550,000 アビームコンサルティング（株） 8010001085296 システム情報局 随意契約 チ

令和3年8月6日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の賃借（保守および導入作業を含む）

月額 1,274,768 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 91,783,296円

令和3年8月6日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
におけるデータベースソフトウェアの保守

5,892,480 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月6日
国際収支システムにおけるサブスクリプ
ションの調達

1,980,000 日本オラクル（株） 4010401078085 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月6日 ストレスチェック関連業務
調査票の作成・納品

110／名ほか
（株）ドクタートラスト 4011001043322 文書局 一般競争入札 1,637,972円

令和3年8月9日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における利用先障害への対応力強化にかか
る改修（結合試験から移行まで）に関する
業務委託

15,590,652 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月10日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日銀ネット利用先等からのコン
ピュータ接続にかかる要望に対するネット
ワーク部分の対応に関する業務委託

4,735,038 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月10日
国庫金支払系システムの更新に伴う対外接
続先擬制サーバの賃借（保守および導入作
業を含む）

月額 143,583 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 6,891,984円

令和3年8月10日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の導入作業

1,442,210 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月10日
国庫金支払系システムの更新に伴う対外接
続先擬制サーバの導入作業

1,864,500 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月10日 本店自家発電設備部品交換工事 7,964,000
三菱電機プラントエンジニアリング
（株）

5010501020251 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月10日 岡山支店行舎塀改修工事 5,500,000 清水建設（株） 1010401013565 文書局 一般競争入札

令和3年8月10日 新潟支店行舎水道給水方式変更等工事 9,680,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年8月11日
分散系基盤共通システムのサーバ更改にお
けるＷｅｂアプリケーションソフトウェア
（開発環境用）の調達（保守を含む）

4,153,820 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月12日
国庫金支払系システムの更新に伴うデータ
ベースソフトウェア（開発環境用）の調達

3,816,560 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月19日
統合ホストのソフトウェア等の更改に伴う
旧ディスク装置の撤去等作業

2,602,930 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月19日
スイフト通信システムの更新に伴う連動用
ソフトウェアの２年目保守（本番環境用）

3,537,072 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月20日
職員用ファイルサーバにおける基幹設備更
新に伴うサーバ等の移設対応（影響調査、
設計等）に関する業務委託

5,590,200
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月20日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの調達（保守および導入
作業を含む）

1,492,792 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月20日
国庫金支払系システムの更新に伴う帳票作
成・出力用ソフトウェア（開発環境用）の
調達（保守を含む）

9,893,400 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月20日
企業ミクロ情報関連の外部情報サービスの
調達

月額 143,000ほか （株）日本経済新聞社 3010001033086 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,826,000円

令和3年8月23日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）引渡 1,520,860
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 ホ
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月23日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるネットワーク機器のソフトウェア
サポート終了に伴う対応（サーバ部分）に
関する業務委託

8,604,849 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月24日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の賃借（保守および導入作業を含む）

月額 868,164 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 62,507,808円

令和3年8月24日
分散系統合ストレージインフラにおけるア
プリケーションシステムにかかるデータ
ベース管理用ソフトウェアの８年目保守

3,171,168 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月24日
分散系基盤共通システムにおけるディレク
トリ管理ソフトウェアの調達

9,781,200 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月24日 安否確認サービスの利用に関する契約 1,584,000 セコムトラストシステムズ（株） 4011001040781 総務人事局 一般競争入札

令和3年8月25日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応に伴う東阪間東海道ルートの回線の
調達（導入作業を含む）

月額 5,577,000ほか ＫＤＤＩ（株） 9011101031552 システム情報局 一般競争入札 68,574,000円

令和3年8月25日 本店厨房設備更新工事 10,120,000 須賀工業（株） 1010501032696 文書局 一般競争入札

令和3年8月26日 保健衛生関連機器の購入 2,391,400 （株）メディセオ 5010001087238 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月27日
全銀中継コンピュータの更改に伴うケーブ
ル敷設等作業（通信ケーブル敷設等工事
分）（大阪支店分）

4,474,158 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月27日
全銀中継コンピュータの更改に伴うケーブ
ル敷設等作業（通信ケーブル敷設等工事
分）（メインセンター分）

2,106,761 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月27日
全銀中継コンピュータの更改に伴うケーブ
ル敷設等作業（ＣＥ作業分）（大阪支店お
よびメインセンター分）

1,325,940 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月27日
貨幣博物館企画展の展示パネル等の製作お
よび展示設営・撤収に関する業務委託

1,133,000 （株）日展 6120001068606 金融研究所 一般競争入札

令和3年8月30日

分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバ等の８年目保守（メインセンター
および本店設置分＜開発環境および本番環
境用＞）

月額 190,615
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,287,380円

令和3年8月30日
日銀ネット端末システムにおけるＩＣカー
ド（テスト用権限者カード）の調達

2,475,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月30日
情報提供サービス搭載の端末更新に伴うイ
ンストール作業

1,438,690 （株）時事通信社 7010001018703 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月30日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（本番環境用）の
保守

22,215,773 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（全国企
業短期経済観測調査システム本番環境用）

5,218,290 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（仮想
サーバ用）

1,933,430 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月30日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの調達（保守および導入
作業を含む）

9,000,104 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月30日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（本番環境用）の
調達（保守を含む）

20,196,158 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月30日
金融データベースシステムにおけるＷｅｂ
アプリケーションソフトウェア（本番環境
用）の調達

35,928,816 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月30日
貨幣博物館企画展ポスター・チラシ等製作
に関する業務委託

2,460,150 瞬報社写真印刷（株） 6250001005612 金融研究所 一般競争入札

令和3年8月31日 マーケット関連情報資料の購入 1,961,016 Ｄｅａｌｏｇｉｃ 　Ｌｉｍｉｔｅｄ 調査統計局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月31日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムの更改（外部設計）に関する業
務委託

40,147,316 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月31日

分散系基盤共通システムにおける分散系統
合ストレージインフラにかかる基本ソフト
ウェアの追加に伴う稼動確認試験等（ファ
イル転送プログラム修正分）に関する業務
委託

1,233,985 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月31日

外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフトの電文フォーマットのＩＳＯ２００
２２化対応（移行期間中の対応＜設計等
＞）に関する業務委託

26,631,495 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月31日
分散系統合ストレージインフラの更新にか
かる業者提案依頼書作成作業の支援に関す
る業務委託

7,920,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 随意契約 チ

令和3年8月31日
準備預金報告書検証システムおよび準備預
金報告書集計システムにおける更改および
維持管理に関する業務委託

10,980,200 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 随意契約 チ

令和3年8月31日

メール、ポータル、テレビ会議機能を統合
したシステムの構築にかかるユーザ教育支
援および業者提案依頼書作成作業に関する
業務委託

39,490,000 ＰｗＣコンサルティング合同会社 1010401023102 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバの構築に伴うハードウェアの保守

4,556,668 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等の５年目保守

月額 600,116 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 6,601,276円

令和3年8月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）の更改
にかかるネットワーク機器等の５年目保守

月額 395,626 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 4,747,512円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月31日
分散系統合ストレージインフラにおける非
仮想サーバ等の８年目保守

月額 545,862
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,550,344円

令和3年8月31日
分散系統合ストレージインフラにおける
ファイルサーバシステムにおけるストレー
ジ装置等の８年目保守

月額 926,802
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,121,624円

令和3年8月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ機器等の５年目保守

月額 1,107,683
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 13,292,196円

令和3年8月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるファイアウォールのバージョン
アップに伴う管理サーバの保守

3,036,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバの保守（支店分）

月額 1,412,510 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 16,950,120円

令和3年8月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク管理装置の保守（認証サーバ
分）

月額 356,950 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 4,283,400円

令和3年8月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる端
末認証サーバおよび無線コントローラの保
守（ネットワーク機器分）

月額 1,234,992 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 13,584,912円

令和3年8月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる端
末認証サーバおよび無線コントローラの保
守（サーバ機器分）

月額 356,950 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 3,926,450円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月31日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電気設備法定点検に伴う電源操作
および稼動確認作業（メインセンター作業
分）

1,759,714 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月31日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（メインセンター作業分）

3,990,800 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月31日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
におけるデータベースソフトウェアの保守

3,202,848 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
リモートアクセスシステムにおけるデスク
トップ仮想化ソフトウェアのライセンスの
保守

2,231,215 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの保守

1,455,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ

令和3年8月31日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の保守（開発環境用）

12,079,293 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日
外貨資産関係事務処理システムにおける連
動用ソフトウェアの保守

74,131,200 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年8月31日
印鑑照合システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの保守（本番分）

3,459,812 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 チ
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年8月31日
身の回りＬＡＮ／ＷＡＮ端末等における標
的型攻撃対策ソフトウェアの導入に伴う同
ソフトウェアの保守

5,115,000
エヌ・ティ・ティ・アドバンステク
ノロジ（株）

9011101028202 システム情報局 一般競争入札

令和3年8月31日 本店ＩＴＶ設備保守 6,573,600 アズビル（株） 9010001096367 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年8月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000 医療法人良明会 1020005014934 横浜支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円

令和3年9月1日

分散系統合ストレージインフラにおける職
員用ファイルサーバの更新に伴うドメイン
コントローラの設定作業等（設計から移行
＜開発環境＞まで）に関する業務委託

6,534,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月1日
物価システムの更改に伴うブラウザ変更に
かかる非互換調査に関する業務委託

2,169,750 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月1日
国債証券記名加工ＯＣＲシステムの更新・
維持管理に関するハードウェアの保守
（サーバおよびプリンター、ＯＣＲ装置）

月額 294,723
東芝デジタルソリューションズ
（株）

7010401052137 システム情報局 一般競争入札 3,536,676円

令和3年9月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴う負荷分散装置の保守（開発環
境用）

月額 451,026 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 5,412,312円

令和3年9月1日
政府共通ネットワーク接続システムの更改
に伴うハードウェア（本番環境用）の保守

月額 168,889 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 2,026,668円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うサーバの保守（本番環境用）

6,435,325 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うネットワーク機器の保守（支店等分
＜本番環境用＞）

58,804,532 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うネットワーク機器の保守（メインセ
ンター分＜本番環境用＞）

5,355,244 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月1日
基幹ネットワークにおけるネットワーク機
器等の保守（開発環境用）

月額 492,775 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,913,300円

令和3年9月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）における読取制御端末等（本番
環境用）の２年目保守（支店分）

月額 6,966,960 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 83,603,520円

令和3年9月1日
電子メールシステムの更新に伴うハード
ウェアの保守（本行センター導入分＜開発
環境用＞）

月額 533,478 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 6,401,736円

令和3年9月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る本館免震化工事後のレイアウト変更に伴
うネットワーク機器等の保守

月額 98,395 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,180,740円

令和3年9月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク管理装置の保守（ＤＮＳサー
バおよびＤＨＣＰサーバ分）

月額 1,226,500 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 14,718,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月1日
国債証券記名加工ＯＣＲシステムの更新・
維持管理に関するソフトウェアの保守
（サーバおよびプリンター、ＯＣＲ装置）

2,257,728
東芝デジタルソリューションズ
（株）

7010401052137 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改に伴うＷｅｂアプリケーションソフ
トウェアの保守（開発環境用）

2,546,451 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日
政府共通ネットワーク接続システムの更改
に伴うソフトウェアの保守（本番環境用）

4,993,794 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改に伴うＷｅｂアプリケーションソフ
トウェア（本番環境用）の保守

2,350,689 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日

歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバ搭載ソフトウェアの保守（開発
環境用）

1,264,560 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月1日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改に伴う帳票作成ソフトウェアの保守
（開発環境用）

2,013,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日

歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバ搭載ソフトウェア（本番環境
用）の保守（支店分）

月額 181,610 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 2,179,320円

令和3年9月1日

歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバ搭載ソフトウェアの保守（開発
環境および本番環境用）

月額 1,681,900 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 20,182,800円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）における読取制御端末等（本番
環境用）の２年目保守（支店分）

7,973,020 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月1日
電子メールシステムの更新に伴うソフト
ウェアの保守（本行センター導入分＜開発
環境用＞）

33,931,656 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月1日 マクロ経済データ等関連外部情報の調達 月額 643,170 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 7,718,040円

令和3年9月2日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ装置の不具合対応に関する業
務委託

1,147,080
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月3日

日銀ネット端末システムの認証サーバ接続
ネットワークにおけるファイアウォール用
ソフトウェアのバージョンアップ対応に関
する業務委託

10,724,224 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月3日
外貨資産関係事務処理システムにおける外
部サービスの変更に伴う対応に関する業務
委託

4,054,347 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月3日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの賃
借（保守および導入作業を含む）

月額 117,535 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 5,641,680円

令和3年9月3日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの導
入作業

1,883,300 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月3日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（メインセン
ター作業分）

3,134,230 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月3日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（メインセ
ンター作業分）

5,475,140
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月3日 トラック用タイヤの購入 4,591,950 五味自動車工業（株） 3010001043432 文書局 一般競争入札

令和3年9月6日
マクロ経済データ等関連外部情報提供サー
ビスの調達

月額 2,212,683 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 26,552,196円

令和3年9月8日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日銀ネット（チャネル・周辺機
能）一元管理システムの予防保守作業に関
する業務委託

1,181,895 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月8日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステムにおけるメインセ
ンター基幹設備更新に伴うネットワーク関
連機器の調達（保守および導入作業等を含
む）（ハードウェア買取分）

28,368,560 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月8日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステムにおけるメインセ
ンター基幹設備更新に伴うネットワーク関
連機器の調達（保守および導入作業等を含
む）（ハードウェア買取分）

23,680,690 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月8日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムにおけるメインセ
ンター基幹設備更新に伴うネットワーク関
連機器の耐震固定作業

1,540,000 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

81



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月8日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムにおけるメインセ
ンター基幹設備更新に伴うネットワーク関
連機器の耐震固定作業

1,540,000 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月9日
計量分析ソフトウェアＭＡＴＬＡＢの保守
サービス

1,156,320 マスワークス合同会社 3010403007563 企画局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月10日

分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ装置（大阪・中位ディスク）
の移行対応（設計・開発移行リハーサル）
に関する業務委託

23,464,320
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月10日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更改
に伴うＩＥ１１サポート終了に伴うブラウ
ザ変更対応に関する業務委託

2,866,380 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの賃
借（保守および導入作業を含む）

月額 231,539 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 11,113,872円

令和3年9月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの導
入作業

3,147,745 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月10日
国際収支システムにおける検索・分析用ソ
フトウェアの保守

3,259,052 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月10日
物価システムにおける検索・分析用ソフト
ウェアの保守

2,127,100 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

82



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月10日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（府中分）
の保守

3,257,760 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月10日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの調達（保守および導入
作業を含む）

5,407,512 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月10日 本店空調機等更新空調設備工事 385,000,000 高砂熱学工業（株） 3010001008749 文書局 一般競争入札

令和3年9月10日 本店空調機等更新電気設備工事 33,550,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年9月10日
本店電話交換機設備更新工事にかかる設
計・監理

27,170,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月10日 本店空調自動制御設備部品交換工事 13,068,000 アズビル（株） 9010001096367 文書局 一般競争入札

令和3年9月10日
本店オイルタンクポンプ等防水対応主体工
事

13,860,000 （株）竹中工務店 3120001077469 文書局 一般競争入札

令和3年9月10日
松山支店空調設備等改修工事にかかる設
計・監理

79,970,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月10日
那覇支店空調設備等改修工事にかかる設
計・監理

87,340,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月10日 支店ＩＴＶ設備更新工事にかかる設計 16,390,000 （株）松田平田設計 8010401028152 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月10日 冊子の購入 1,219,075 （株）新寿堂 9010401093757 文書局 一般競争入札

令和3年9月13日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの賃
借（保守および導入作業を含む）

月額 694,243 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 33,323,664円

令和3年9月13日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの賃
借（保守および導入作業を含む）

月額 2,769,360 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 132,929,280円

令和3年9月13日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアおよびソフトウェアの導
入作業

6,245,615 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月14日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（大阪支店
作業分）

1,650,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月14日 採用にかかる業務委託 7,150,000 （株）ディスコ 9010001102075 総務人事局
一般競争入札・
総合評価方式
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月14日 札幌支店行舎埋設燃料タンク等撤去工事 7,150,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年9月14日 臨床検査業務
トロンボテスト
178.2／件ほか

（株）ビー・エム・エル 7011001019237 文書局 一般競争入札 1,738,642円

令和3年9月15日
日銀ネット端末システムにおける予防保守
（影響調査から単体試験まで）に関する業
務委託

9,006,822 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月15日
日銀ネット端末システムにおけるブラウザ
変更に伴う改修（影響調査等）に関する業
務委託

22,517,055 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月15日
国庫金支払系システムの更新に伴うアプリ
ケーション開発支援ソフトウェア等の保守

1,567,500 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月15日
国庫金支払系システムの更新に伴うジョブ
管理ソフトウェア（開発環境用）の保守

7,040,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月15日
国庫金支払系システムの更新に伴うアプリ
ケーション開発支援ソフトウェア等の調達
（保守を含む）

10,450,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月15日
国庫金支払系システムの更新に伴うＷｅｂ
アプリケーションソフトウェア（開発環境
用）の調達

19,089,840 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月16日

対外接続システムに対するセキュリティ診
断のうち侵入診断およびＷｅｂアプリケー
ション診断の企画、実施および結果分析に
関する業務委託

5,610,000 （株）ベルウクリエイティブ 7030002052179 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月16日
身の回りＬＡＮ／ＷＡＮ端末等における
ウィルス対策ソフトウェアの保守

5,915,789
（株）インフォメーション・ディベ
ロプメント

7010001011096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月17日
スイフト通信システムにおけるスイフト製
パッケージソフトウェアのセキュリティ対
応に関する業務委託

6,776,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月17日 謝礼品の購入・配送 24,536,783 （株）東京凮月堂 3010001061599 文書局 一般競争入札

令和3年9月21日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日本銀行シミュレータの基本ソフ
トウェアサポート終了に伴う対応（設計
等）に関する業務委託

25,058,737 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月21日
統合ホストのソフトウェア等の更改に伴う
旧統合ディスク装置のデータ消去作業

4,015,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ

令和3年9月22日
物価システムの更改に伴う導入ソフトウェ
アの変更に関する業務委託

1,446,500 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月22日
印鑑照合システムの更新におけるスキャ
ナー等（本支店分）の賃借（導入作業を含
む）

月額 134,310 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 6,446,880円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月22日
印鑑照合システムの更新におけるスキャ
ナー等（本支店分）の導入作業

1,152,800 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月22日
印鑑照合システムの更新におけるスキャ
ナー等（本支店分）の導入作業

2,069,100 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月22日
分散系統合ストレージインフラにおけるソ
フトウェアの２年目保守

3,608,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和3年9月22日 本店で使用するガス 51,946,565 東京電力エナジーパートナー（株） 8010001166930 文書局 一般競争入札

令和3年9月24日 金沢支店改築主体工事 4,595,800,000 清水建設（株） 1010401013565 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月24日 金沢支店改築電気設備工事 755,658,200 （株）きんでん 1120001063033 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月24日 金沢支店改築機械設備工事 640,200,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月24日 金沢支店改築昇降機設備工事 97,680,000 フジテック（株） 3160001009212 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月24日 金沢支店改築保管庫鉄扉工事 149,380,000 （株）クマヒラ 1010001108872 文書局 一般競争入札

令和3年9月27日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
用消耗品の製作・納入

5,511／個ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 6,226,249円

令和3年9月27日
分散系基盤共通システムにおける人事系統
合システムの更改に関する業務委託

1,653,795 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月27日 シュレッダーの購入 1,353,000 （株）文祥堂 6010001055730 文書局 一般競争入札

令和3年9月28日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の移設作業

1,911,252 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（ネットワーク機器・開発環境用）

7,452,481 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（サーバ機器・開発環境用）

3,591,486 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（ネットワーク機器・本番府中環境用）

7,452,690 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（サーバ機器・本番府中環境用）

1,946,485 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（ネットワーク機器・本番大阪環境用）

3,227,205 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の導入作業
（サーバ機器・本番大阪環境用）

1,942,723 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の耐震固定作業
（開発環境用）

1,237,500 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の耐震固定作業
（本番大阪環境用）

3,712,500 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・開発環境用）

24,211,708 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・開
発環境用）

25,719,524 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・本番府中環境用）

15,986,344 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・本
番府中環境用）

21,165,263 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・本番大阪環境用）

14,208,942 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月28日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・本
番大阪環境用）

19,328,272 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月29日 記事等分析作業の業務委託 月額 496,650ほか （株）データム 5011001014735 政策委員会室
一般競争入札・
総合評価方式

6,135,800円

令和3年9月29日

海外預り金等計理システムにおけるスイフ
トの電文フォーマットのＩＳＯ２００２２
化対応（移行期間中の対応＜外部設計およ
び内部設計＞）に関する業務委託

57,698,982 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月29日
市場データ等関連外部情報利用端末の付属
サービスの調達

月額 1,162,744ほか ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 41,858,655円

令和3年9月29日
市場データ等関連外部情報利用端末の外部
オプション（定額サービス）の調達

月額 1,455,100ほか ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 52,383,600円

令和3年9月30日 法人税申告に関する外部相談 1,375,000 デロイトトーマツ税理士法人 6010005005979 政策委員会室 随意契約 イ－（ハ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日 ＳＮＬ資料アクセス権許諾 3,648,150
Ｓ＆Ｐ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅ
ｔ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ｌ
ＬＣ

金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月30日 データ収集業務に関する契約 半期 636,102 信金中央金庫 3010005002392 調査統計局 随意契約 イ－（イ） 6,361,035円

令和3年9月30日
情報システム（勘定系）における改刷対応
にかかる業務委託

5,074,685 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
情報システム（物流系）における改刷対応
にかかる業務委託

3,300,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
情報システム（勘定系）の維持管理にかか
る業務委託

50,875,000 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
情報システム（物流系）の維持管理にかか
る業務委託

26,400,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
発券システムの更改における情報システム
の基盤構築および連動試験にかかる業務委
託

3,804,735 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日 銀行券自動鑑査システムの保守部品の調達 31,660,200 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 1,386,000
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 133,056,000円

令和3年9月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置保守用部品調達（支店分）

月額 142,362 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 13,666,752円

令和3年9月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置定期保守（支店分）

月額 446,369 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 42,851,424円

令和3年9月30日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 5,544,000
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 88,704,000円

令和3年9月30日
人事系統合システムにおけるマイナンバー
関連機器の更新に関する業務委託

3,434,200 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月30日
発券システムの更改（総合試験）に関する
業務委託

133,677,522 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
発券システムにおける現金取扱機器の更改
に伴う接続作業に関する業務委託

2,226,262 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日

日銀ネット端末システムにおける負荷分散
装置の基本ソフトウェアのバージョンアッ
プ対応（要件定義から単体試験まで）に関
する業務委託

11,334,856 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
人事系統合システムにおけるプロキシ装置
の更改に関する業務委託

5,713,400 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバ（大阪）の構築（試験等）に関す
る業務委託

13,750,440
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ装置（府中・上位ディスク）
の移行対応に関する業務委託

30,099,960
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改（開発環境構築・試験
部分）に関する業務委託

67,314,720
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける人
事系統合システムの更改対応に関する業務
委託

4,631,880
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける環
境設定作業等（Ｗｉｎｄｏｗｓ分）に関す
る業務委託

18,367,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける総
合文書システムの更新対応に関する業務委
託

18,600,120
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける業
務システムにかかるサーバ機器等の追加に
伴う構築および試験作業に関する業務委託

15,463,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中・大阪）にかかる基本
ソフトウェアに関する業務委託

30,027,360
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日

分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中・大阪）にかかる基本
ソフトウェアの試験等（本番・大阪環境）
に関する業務委託

4,094,640
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける開
発部署支援作業（Ｌｉｎｕｘ分）に関する
業務委託

8,116,680
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改
（構築および試験）に関する業務委託

40,162,320
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日

金融経済統計情報インフラシステムにおけ
る資金循環勘定システムの更改に伴う改修
（プログラム設計から総合試験まで）に関
する業務委託

33,752,400 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月30日
日銀ネット（コア機能部分）における与信
担保データベースシステムの更改に伴う改
修等に関する業務委託

8,008,071 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
国際収支システムにおける日本銀行外為法
手続きオンラインシステムのブラウザ変更
に伴う改修に関する業務委託

24,107,666 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日

統合国庫記帳システムにおける国庫金支払
系システムの更新に伴うプログラム改修等
（要件定義から内部設計）に関する業務委
託

11,706,200 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
統合国庫記帳システムにおけるブラウザ変
更に伴う改修に関する業務委託

1,776,500 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日銀ネット（コア機能部分のうちアプリ
ケーションフレームワークソフトウェア）
の更改にかかる技術支援に関する業務委託

31,229,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月30日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等および帯域設定作業に関する業務
委託

28,747,092 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日

統合ホスト（ネットワーク部分）における
一部ネットワーク機器のソフトウェアサ
ポート終了に伴う対応（統合ホスト対外接
続および全銀ファイル転送接続対応分）に
関する業務委託

23,749,000 キンドリルジャパン（同） 2010002052193 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日銀ネット端末システムの維持管理に関す
る業務委託

104,163,642 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系基盤共通システムにかかる維持管理
に関する業務委託

21,397,563 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
にかかる維持管理に関する業務委託

27,389,389 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日本銀行ホームページシステムにおける維
持管理に関する業務委託

79,528,878 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）にかかる維持管理に関する業務委託

49,143,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにかかる維
持管理に関する業務委託

86,248,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
にかかる維持管理に関する業務委託

79,929,267 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
日銀ネット（コア機能部分）にかかる維持
管理に関する業務委託

626,906,238 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（ＯＣＲ部分
およびＫ－ＮＴＣ部分等）にかかる維持管
理に関する業務委託

140,298,460 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
統合ホスト（歳出金集中払等システム等）
の維持管理に関する業務委託

27,240,972 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
統合国庫記帳システムにかかる維持管理に
関する業務委託

29,920,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年9月30日
統合ホスト（基本ソフトウェア等基盤部
分）における維持管理に関する業務委託

88,301,400 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守（本番仮想サーバ
等分）

12,476,745 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
日銀ネット端末システムの更改に伴う本番
環境用ハードウェアの保守

月額 3,563,028 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 42,756,336円

令和3年9月30日
スイフト通信システムの更新に伴うハード
ウェアの保守

月額 3,004,819 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 18,028,914円

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の６年目保守

月額 931,393
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,176,716円

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の６年目保守

月額 717,301
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,434,602円

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける本
番仮想サーバの２年目保守

月額 174,751
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 2,097,012円

令和3年9月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（開発環境用）等の保守
（サーバ機器分）

8,903,136 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（開発環境用）等の保守
（ネットワーク機器分）

67,780,020 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う分散ファ
イルサーバ（開発環境用）の保守

月額 530,860 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 6,370,320円

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改に伴うサーバ等（府中
分）の導入作業

1,551,261 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改に伴うサーバ等（府中
分）の導入作業

1,516,889 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート終了に伴う機器の
撤去作業

3,000,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和3年9月30日

分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの保守（維持管理サーバ
分）

3,312,883 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（開発環境用）の保守（監視ソフト４年
分）

3,623,220 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
日銀ネット端末システムの更改に伴う本番
環境用ソフトウェアの保守

165,838,464 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるソ
フトウェアの２年目保守

月額 235,939
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 2,831,268円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（開発環境用）等の保守
（サーバ機器分）

8,230,596 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
国庫金支払系システムの更新および維持管
理におけるソフトウェアの保守

15,289,995 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和3年9月30日
日銀ネット端末システムにおけるデータ通
信用ソフトウェアの保守

月額 2,365,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 28,380,000円

令和3年9月30日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるデータベース管理ソフトウェアの
保守（開発環境用）

104,101,064 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改に伴うサーバ等（府中
分）の調達（保守および導入作業を含む）

3,087,823 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改に伴うサーバ等（府中
分）の調達（保守および導入作業を含む）

3,087,823 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
統合国庫記帳システムのサーバ更改に伴う
ソフトウェアの調達

1,758,383 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年9月30日
格付関連情報（ＪＣＲ）のダウンロード利
用に伴うライセンス契約

3,740,000 （株）日本格付研究所 8010001061941 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日
格付関連情報（Ｆｉｔｃｈ）のダウンロー
ド利用に伴うライセンス契約

4,957,745
Ｆｉｔｃｈ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
Ｇｒｏｕｐ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月30日
格付関連情報（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）のダウン
ロード利用に伴うライセンス契約

7,885,262
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年9月30日 本店建物・設備等管理業務 326,052,320 グローブシップ（株） 5010001055269 文書局 一般競争入札

令和3年9月30日 本店会議室放送設備保守 2,761,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年9月30日 大阪支店空調用中央監視制御設備保守 5,500,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年9月30日 大阪支店銀行券裁断片集積設備保守 1,718,750 三機工業（株） 2010001008683 文書局 随意契約 チ

令和3年9月30日 本店給食業務 月額 3,492,500ほか （株）ホテルオークラ 2010401027614 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

56,996,060円

令和3年9月30日 会議・会合関連施設管理業務
管理業務

2,145／時間ほか
（株）アカツキ 7120101000434 大阪支店 一般競争入札 2,967,360円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年9月30日 健康診断業務
定期健康診断
7,480／人ほか

医療法人朋愛会 2120005005600 大阪支店 一般競争入札 4,013,240円

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電気設備法定点検に伴う電源操作
および稼動確認作業（大阪支店作業分）

2,061,994 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の調達（保守および導入作業を含む）

5,390,704 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月1日
Ｗｅｂアクセスシステムの更新に伴うハー
ドウェアの保守

月額 107,943 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 1,295,316円

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うネットワーク機器の保守（開
発環境用）

11,499,378 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うサーバの保守（開発環境用）

1,772,496 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月1日 日銀ネット等におけるプリンターの保守 月額 119,790 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,437,480円

令和3年10月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（分散ファイ
ルサーバ部分）の更改対応に伴う帳票プリ
ンターの保守（本番環境用）

月額 190,784 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札 2,289,408円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月1日
統合ホストにおける全国銀行データ通信シ
ステムにかかる中継コンピュータ接続用通
信機器の保守

月額 259,875 兼松エレクトロニクス（株） 3010001040339 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,118,500円

令和3年10月1日
統合ホスト搭載ソフトウェアの使用権許諾
（メインセンター設置分＜開発環境用＞）

月額 319,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,828,000円

令和3年10月1日
Ｗｅｂアクセスシステムの更新に伴うソフ
トウェアの保守

2,071,267 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
監視用ソフトウェアの保守

月額 1,007,782
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 12,093,384円

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるセキュリティ関連ソフトウェアの
保守（開発環境用）

1,673,320 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年10月1日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における更改に伴う開発環境用ネットワー
ク機器（業務ネットワーク部分）に関する
ソフトウェアの保守（サーバ機器分）

2,864,037 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴う電文制御用ソフトウェアの保
守（開発環境用）

月額 699,875 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 8,398,500円

令和3年10月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電文制御用ソフトウェアの保守
（開発環境用）

月額 358,050 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,296,600円

102



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システムの更改に伴う
分散系統合ストレージインフラセンタサー
バ搭載ソフトウェアの保守

2,992,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年10月1日
経費・物品関係システムにおけるリース
パッケージソフトウェアの保守

3,662,472 （株）イルテックス 4010901001356 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年10月1日
総合図書システムにおけるパッケージソフ
トウェアの保守

1,662,210 コニカミノルタジャパン（株） 9013401005070 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年10月1日 債券資本市場関連外部情報の調達 月額 99,000 （株）キャピタル・アイ 2010001106330 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,188,000円

令和3年10月1日 経済総合ニュース関連外部情報の調達 月額 401,500 （株）共同通信デジタル 7010401093098 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,818,000円

令和3年10月1日 企業関連外部情報の調達 月額 1,179,200 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 14,150,400円

令和3年10月1日 株式等関連外部情報の調達 月額 247,822 （株）野村総合研究所 4010001054032 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,973,864円

令和3年10月4日
統合国庫記帳システムのサーバ更改に伴う
帳票作成用ソフトウェアの調達

1,124,530 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月6日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム接続用端末等（開
発環境用）の賃借（導入作業を含む）

月額 273,350 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 13,120,800円

令和3年10月6日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム接続用端末等（開
発環境用）の導入作業

4,989,600 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月7日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の導入作業

8,366,050 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月8日

日銀ネット照会・帳票データ管理システム
における日銀ネット（チャネル・周辺機
能）一元管理システムの更改に伴う開発作
業に関する業務委託

1,106,770 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月8日

分散系統合ストレージインフラにおけるス
イフト通信システムのパッケージソフト
ウェアのサポート終了に伴う対応に関する
業務委託

2,265,120
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月8日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（バックアッ
プセンター作業分）

4,005,595 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月8日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（バック
アップセンター作業分）

2,449,040
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月8日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（大阪支店作業分）

1,547,260 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月8日 オフィス賃借 月額 483,769 （株）山形銀行 5390001002010 文書局 随意契約 イ－（イ） 5,805,228円

令和3年10月11日
ＳｍａｒｔＤＢシステムのクライアントＡ
Ｐのバージョンアップ対応に関する業務委
託

2,649,900 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和3年10月12日
プラスチックパレットおよび天板の製作・
納入

57,099,900 三甲（株） 4200001009933 発券局 随意契約 ニ

令和3年10月13日
リモートアクセスシステムにおけるワンタ
イムパスワードトークン等の調達（保守を
含む）

2,317,920 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月13日
リモートアクセスシステムにおけるワンタ
イムパスワードトークン等の調達（保守を
含む）

2,196,260 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月14日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の賃借（保守および導入作業を含む）

月額 1,422,344 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 102,408,768円

令和3年10月14日
本店非常用自家発電機冷却水槽ポンプ等交
換工事

3,663,000 （株）パイプ技研 3013301010036 文書局 一般競争入札

令和3年10月15日
銀行券自動鑑査システムの調整用機器を使
用した操作訓練にかかる業務委託

1,395,900 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月15日
情報システムにおける物流系サーバー等の
更新に伴う旧機器の撤去にかかる業務委託

2,407,399 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月15日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器撤去等の作業

3,616,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和3年10月19日
メインセンター基幹設備更新に伴うＩＴ施
設管理用ソフトウェアの導入作業

5,093,000
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）

2010001010788 システム情報局 随意契約 チ

令和3年10月19日
メインセンター基幹設備更新に伴うＩＴ施
設管理用ソフトウェアの使用権許諾

9,086,000
伊藤忠テクノソリューションズ
（株）

2010001010788 システム情報局 随意契約 チ

令和3年10月19日 厨房機器の購入 2,860,000 日本調理機（株） 8010801009041 文書局 一般競争入札

令和3年10月20日
パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）におけるソフトウェアアシュア
ランスの調達

3,780,480 ＮＥＣフィールディング（株） 3010401022977 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月21日 マーケット関連情報資料の購入 年額 1,986,638 Ｄｅａｌｏｇｉｃ 　Ｌｉｍｉｔｅｄ 金融市場局 随意契約 イ－（イ） 5,959,914円

令和3年10月22日
物価統計調査において使用する電子調査票
の開発作業等委託

2,420,000ほか ＨＬ株式会社 9080101017084 調査統計局 一般競争入札 3,300,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月22日
スイフト通信システムにおけるスイフト製
機器のセキュリティ対応に関する業務委託

3,850,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月22日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における負荷分散装置の基本ソフトウェア
のバージョンアップ対応（要件定義からプ
ログラム設計および製造ならびに単体試験
まで）に関する業務委託

10,385,518 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月22日

政府共通ネットワーク接続システム（ネッ
トワーク部分）におけるネットワーク機器
のソフトウェアのサポート終了に伴う対応
に関する業務委託

2,090,550 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月22日
歳出金集中払等システム等における国庫金
支払系システムの更新に伴う改修（要件定
義）に関する業務委託

7,949,700 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・開
発環境用）

月額 2,380,180 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 114,248,640円

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・本
番府中環境用）

月額 1,541,540 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 73,993,920円

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（サーバ機器・本
番大阪環境用）

月額 1,528,450 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 73,365,600円

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（ネット
ワーク機器・開発環境用）

6,972,397 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（ネット
ワーク機器・本番府中環境用）

7,030,531 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月25日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の調達（ネット
ワーク機器・本番大阪環境用）

5,128,429 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月26日 本店会議室映像設備ケーブル更新等工事 10,450,000 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 文書局 一般競争入札

令和3年10月26日 本店トップライト閉塞補修工事 10,670,000 清水建設（株） 1010401013565 文書局 一般競争入札

令和3年10月26日 本店ＩＴＶ設備更新工事 4,162,400 セコム（株） 6011001035920 文書局 一般競争入札

令和3年10月27日
ペーパーレス会議システムにおけるＬＡＮ
／ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プロ
グラムの適用に関する業務委託

2,140,160 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月27日 本店空調設備更新工事 25,300,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年10月27日 Ｘ線荷物検査装置等の購入 2,604,800 イービストレード（株） 6010001068278 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月28日

リモートアクセスシステムにおける仮想化
ソフトウェアのバージョンアップに伴う対
応（仮想端末用サーバ分）に関する業務委
託

7,760,115 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日 レコフＭ＆Ａデータベースサービスの提供 1,430,000 （株）レコフデータ 4010001116550 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年10月29日
日銀ネット端末システムの更改（外部設
計）に関する業務委託

84,267,216 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日

分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中）にかかる基本ソフト
ウェアの作業（事前調査および設計等）に
関する業務委託

21,097,560
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日

スイフト通信システムにおけるスイフトの
電文フォーマットのＩＳＯ２００２２化対
応（移行期間中の対応＜プログラム設計お
よび製造ならびに単体試験から結合試験ま
で＞）に関する業務委託

47,553,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日銀ネット利用先等からのコン
ピュータ接続にかかる要望に対するネット
ワーク部分の対応に関する業務委託

4,683,569 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日
外貨資産関係事務処理システムにおける取
引先決済口座情報変更および取引先の口座
変更に伴う対応に関する業務委託

3,352,123 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日
パソコン集中管理システム（ウィルス対策
部分）における管理対象クライアントの追
加等にかかる改修に関する業務委託

64,309,960
（株）インフォメーション・ディベ
ロプメント

7010001011096 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月29日
経費・物品関係システム（リース部分）に
おける維持管理に関する業務委託

1,148,400 （株）イルテックス 4010901001356 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年10月29日
経費・物品関係システム（リース部分を除
く）における維持管理に関する業務委託

13,254,738 （株）トリニファイ 6010401049150 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年10月29日

基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の賃借（保守および導入作業等を
含む）

月額 1,168,200 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 84,110,400円

令和3年10月29日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
ファイル改竄検知ソフトウェアのバージョ
ンアップ対応に伴う４年目保守

月額 588,856
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 7,066,272円

令和3年10月29日
日銀ネット（コア機能部分）におけるシス
テム管理サーバにかかるハードウェアの６
年目保守（開発環境用）

月額 788,370 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 チ 9,460,440円

令和3年10月29日
基幹ネットワークシステムにおける認証
サーバの更改に伴う同機器の保守

月額 117,205 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 1,406,460円

令和3年10月29日

基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の調達（保守および導入作業を含
む）

8,642,480 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日
基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の導入作業

1,434,400 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月29日
基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の導入作業

2,648,580 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

1,902,780 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日
スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改に
かかるソフトウェアの保守

8,321,781 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
るソフトウェアの５年目保守（本番環境
用）

1,901,790 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日
統合国庫記帳システムのサーバ更改に伴う
サーバ証明書（グローバル・サーバＩＤ）
の調達

3,075,600 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 一般競争入札

令和3年10月29日 本店無停電電源設備更新工事 473,000,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 本店熱源設備部品交換等工事 28,600,000 三菱重工冷熱（株） 1010701015344 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 本店絶縁監視装置部品交換工事 22,550,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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（税込み；円）
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令和3年10月29日 本店無停電電源設備保守 4,400,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 本店映像系監視設備保守 15,312,000 セコム（株） 6011001035920 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 名古屋支店空調用自動制御設備保守 4,455,000 アズビル（株） 9010001096367 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年10月29日 高知支店自家発電設備保守 2,156,198 日本リーテック（株） 5011501002891 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 大阪支店電気中央監視制御設備保守 9,344,500 住友電設（株） 7120001044515 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日
大阪支店電気中央監視制御設備用ＵＰＳ装
置保守

1,729,200 住友電設（株） 7120001044515 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 大阪支店電算機用無停電電源設備保守 3,523,300 住友電設（株） 7120001044515 文書局 一般競争入札

令和3年10月29日 媒体持出防止装置の購入 11,352,000 （株）日立製作所 7010001008844 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年10月29日 本店一般廃棄物処理
可燃ごみ

30.8／ｋｇほか
（株）エコ・エイト 1010901014039 文書局 一般競争入札 3,587,980円

令和3年10月29日 本店産業廃棄物処理
廃プラ類、金属屑、ガラ

ス・陶磁器屑
71.5／ｋｇほか

（株）エコ・エイト 1010901014039 文書局 一般競争入札 2,171,950円

令和3年10月29日 本店一般廃棄物処理
可燃ごみ

38.5／ｋｇほか
日本環境マネジメント（株） 9030001002983 文書局 一般競争入札 2,185,370円

令和3年10月29日 本店産業廃棄物処理
廃プラ類、金属屑、ガラ

ス・陶磁器屑
110／ｋｇ

（株）クマクラ 1030001045610 文書局 一般競争入札 1,914,000円

令和3年11月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システムにおける国庫
国債事務取扱手数料等システムの更改に伴
う対応に関する業務委託

2,265,664 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月1日
金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（金融
データベースシステム、開発環境用）

6,160,902 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月1日
身の回りＬＡＮ／ＷＡＮ端末等における
データ消去ソフトウェアの調達

13,915,000 富士ソフト（株） 2020001043507 システム情報局 随意契約 チ

令和3年11月1日
資金循環勘定システムにおける調査統計局
統合サーバの更改に伴い調達したサーバの
保守（本番環境用）

月額 164,069
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,968,828円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月1日
基幹ネットワークにおけるエッジルータの
更改に伴うハードウェアの保守（開発環境
用）

20,444,978 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月1日
基幹ネットワークにおけるエッジルータの
更改に伴うハードウェアの保守（本番環境
用）

62,699,973 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月1日
日銀ネット等におけるプリンターの保守
（メインセンター設置分＜本番環境用＞）

月額 93,390 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,120,680円

令和3年11月1日
基幹ネットワークにおけるネットワーク機
器等の保守（本番環境用）

月額 1,419,079 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 17,028,948円

令和3年11月1日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（読取制御端
末等部分）の更改に伴うＯＣＲ製品の保守
（開発環境用）

月額 567,600 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,811,200円

令和3年11月1日
基幹ネットワークにおける性能管理サーバ
の更改に伴うハードウェアの保守

月額 664,235 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 7,970,820円

令和3年11月1日
テレビ会議システムの更新における専用機
の更新等に伴うハードウェアの保守

6,921,288
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月1日
基幹ネットワークにおける日銀ネットの構
築に伴い調達したネットワーク機器等の保
守（本番環境用）

5,338,608 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月1日
端末一元管理システムにおけるソフトウェ
アの保守（本番環境用）

8,594,190 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月1日
経費・物品関係システムにおける統合業務
パッケージソフトウェアの保守（開発環境
および本番環境用）

16,857,500 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日本銀行等擬制サーバ用電文制御
用ソフトウェアの保守

月額 329,208 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 3,950,496円

令和3年11月1日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改に伴うトータルサポートサービスの
調達

月額 660,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 7,920,000円

令和3年11月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
ファイル改竄検知ソフトウェアのバージョ
ンアップ対応に関するソフトウェアの保守

2,714,580 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月1日 新聞情報等検索外部情報の調達 月額 344,157 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,129,884円

令和3年11月1日 貨幣博物館ホームページリニューアル業務 3,135,000 （株）マルミミ 6011001052486 金融研究所 一般競争入札

令和3年11月2日 硬貨収納袋製作・納入 140.8／袋 （株）神田屋鞄製作所 9013301003133 発券局 一般競争入札 5,702,400円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月2日
リモートアクセスシステムにおけるシンク
ライアント端末の増設に伴う対応に関する
業務委託

2,035,440 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月2日
物価システムの更改に伴う検索・分析用ソ
フトウェアの調達（保守を含む）

5,864,320 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月4日
ＡＤＳＬ回線のサービス提供終了に伴うイ
ンターネット回線周辺機器の更改および維
持管理に関する業務委託

18,632,900 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月4日
リモートアクセスシステムにおけるＴＬＳ
暗号設定ガイドラインの改訂に伴う暗号化
方式の強化に関する業務委託

5,088,600 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月4日
ＷｅｂアクセスシステムにおけるＴＬＳ暗
号設定ガイドラインの改訂に伴う暗号化方
式の強化に関する業務委託

3,234,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月5日
国庫金支払系システムの更新における仕様
変更等に伴う作業（外部設計から単体試験
まで）に関する業務委託

8,979,011 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月8日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応に伴うソフトウェア
の調達

1,251,360 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月8日
インターネット端末における閲覧制限ソフ
トウェアのライセンスの調達

1,599,156
（株）インフォメーション・ディベ
ロプメント

7010001011096 システム情報局 一般競争入札
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（税込み；円）
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令和3年11月8日 パーティションの購入 3,232,130 （株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札

令和3年11月8日 鉄庫の購入 2,501,510 （株）クラウド 6011101056255 文書局 一般競争入札

令和3年11月9日
リモートアクセス端末の賃借（導入作業を
含む）

月額 533,280 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 25,597,440円

令和3年11月9日 リモートアクセス端末の導入作業 8,302,800 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月9日
分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅｒのユーザライ
センスの調達

17,519,040 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月10日

政府共通ネットワーク接続システムにおけ
る端末増設および同ネットワークで提供さ
れる電子メール中継サービスのメール用Ｉ
Ｄの登録に関する業務委託

1,272,150 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月10日
分散系統合ストレージインフラにおける構
築等作業自動化ソフトウェアのライセンス
更新に伴う同ソフトウェアの調達

1,766,050 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月10日 携帯型デジタル簡易無線機等の購入 4,128,520 （株）インカム 5130001030813 文書局 一般競争入札
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令和3年11月10日 物品運送業務 8,374,300 （株）サカイ引越センター 6120101002720 福岡支店 一般競争入札

令和3年11月11日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（大阪支店
作業分）

1,650,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月12日
休日障害対応訓練における情報システム
（物流系）の操作等にかかる業務委託

1,100,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月12日
休日障害対応訓練における情報システム
（勘定系）の操作等にかかる業務委託

1,835,350 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月12日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

4,778,400 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 チ

令和3年11月12日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

3,859,460 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 チ

令和3年11月12日 支店自家発電設備保守 10,142,000 （株）カワサキマシンシステムズ 3120001096320 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月15日
国庫金支払系システムの更新に伴うジョブ
管理ソフトウェア（開発環境用）の保守

1,760,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札
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令和3年11月16日
ＳｍａｒｔＤＢシステムにおける開発環境
および本番環境用のソフトウェアライセン
スの調達

8,833,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月16日 オフィス家具の購入 14,288,340 （株）文祥堂 6010001055730 文書局 一般競争入札

令和3年11月17日
日銀ネット端末システムにおけるＬＡＮ／
ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プログ
ラムの適用にかかる対応に関する業務委託

1,246,707 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月18日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（大阪支店作
業分）

4,005,595 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月18日
発券システムにおける本番環境用ソフト
ウェアの調達（保守を含む）

3,910,500 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月19日

対外接続システムに対するセキュリティ診
断のうち侵入診断およびＷｅｂアプリケー
ション診断の企画、実施および結果分析に
関する業務委託

4,840,000 ストーンビートセキュリティ（株） 9010601047835 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月19日 熊本支店昇降機設備更新工事 20,900,000 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札

令和3年11月19日 鹿児島支店空調用中央監視装置交換工事 4,851,000 アズビル（株） 9010001096367 文書局 随意契約 イ－（ロ）
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令和3年11月19日 複写機の購入 13,771,120 コニカミノルタジャパン（株） 9013401005070 文書局 一般競争入札

令和3年11月22日
ファイルサーバシステムにおける国庫送金
システムの端末更改に関する業務委託

2,661,967 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月22日

ファイルサーバシステムにおける準備預金
報告書検証システムおよび準備預金報告書
集計システムの端末更改ならびに機器保守
サポート切れに伴う対応に関する業務委託

1,393,700 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月22日 支店自家発電設備保守 1,760,000 ヤンマーエネルギーシステム（株） 7120001103691 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月24日
分散系基盤共通システムにおけるパソコン
集中管理システム（端末操作ログ取得部
分）の更改に関する業務委託

1,997,275 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月24日

分散系基盤共通システムにおける分散系統
合ストレージインフラのＷｉｎｄｏｗｓＤ
Ｃサーバ（大阪）更改対応に関する業務委
託

1,246,707 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月25日
国債証券システムにおける国庫国債事務取
扱手数料等システムの更改に伴う連動方式
変更に関する業務委託

1,589,940 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月25日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における電気設備法定点検に伴う設備点検
事前・事後作業（バックアップセンター作
業分）

2,061,994 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月26日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（大阪支店作業分）

1,540,440 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月26日 本店冷却塔部品交換工事 28,600,000 空研工業（株） 1290001007221 文書局 一般競争入札

令和3年11月26日 本店空調設備部品交換工事 3,410,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年11月26日 本店行舎施設屋上防水改修工事 6,369,000 南海ビルサービス（株） 5120001086344 文書局 一般競争入札

令和3年11月26日 大阪支店消防設備保守 2,263,800 能美防災（株） 5010001008739 文書局 一般競争入札

令和3年11月28日
統合ホスト搭載ソフトウェアの保守（メイ
ンセンター設置分＜本番環境用＞）

10,147,500 （株）ユニリタ 2010401034593 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月28日
統合ホスト搭載ソフトウェアの保守（バッ
クアップセンター設置分＜本番環境用＞）

7,012,500 （株）ユニリタ 2010401034593 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月28日
統合ホスト搭載ソフトウェアの保守（メイ
ンセンター設置分＜開発環境用＞）

3,217,500 （株）ユニリタ 2010401034593 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月29日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム接続用端末（所属
テスト用）の賃借（導入作業を含む）

月額 174,163 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 8,359,824円

令和3年11月29日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム接続用端末（所属
テスト用）の導入作業

2,788,170 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月29日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（統合国
庫記帳システム）

3,435,300 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月29日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベースソフトウェアの保守（仮想
サーバ・本番環境用）

1,332,773 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月29日
テレビ会議用外部サービスのライセンスの
調達

2,889,040 ＫＤＤＩ（株） 9011101031552 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
発券システム更改における情報システムの
基盤構築および連動試験にかかる業務委託

2,399,485 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月30日
日銀ネット端末システムにおけるブラウザ
変更に伴う改修（プログラム設計および製
造等）に関する業務委託

18,064,530 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月30日

日銀ネット（コア機能部分）における国庫
金支払系システムの更新に伴う改修（業務
アプリケーション部分の外部設計から単体
試験まで）に関する業務委託

6,346,510 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

122



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月30日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更改
（開発環境の移行等）に関する業務委託

158,832,828 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月30日
ポータルシステムにおける維持管理に関す
る業務委託

109,785,355 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年11月30日

「日本銀行ホームページシステム（セキュ
リティ対策部分）における維持管理に関す
る業務委託契約（サービス利用分）」に基
づく超過費用の精算に関する覚書

1,690,788 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年11月30日
特権ＩＤ管理システムにおける維持管理に
関する業務委託

6,388,250 （株）ラック 7010001134137 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守（開発環境用）

1,809,280 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ基盤の構築に伴う本番環境用
ハードウェアの保守

19,468,649 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守

4,574,626 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバの構築に伴う本番環境用ハード
ウェアの保守

8,327,057 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

4,070,668 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
日銀ネット端末システムの更改に伴う負荷
分散装置（本番環境用）の保守

月額 3,232,081 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 38,784,972円

令和3年11月30日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関するセキュリティ機器等（開
発環境用）の保守

月額 1,160,390 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 13,924,680円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ装置等の９年目保守

月額 848,640
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 10,183,680円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ機器等の９年目保守

月額 554,314
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,651,768円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラの構築に伴
う仮想サーバ等の７年目保守

月額 543,442
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,521,304円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバ等（ストレージ分）の６年目保守

月額 122,962
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,475,544円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の６年目保守

月額 519,867
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,238,404円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の５年目保守

月額 171,716
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 2,060,592円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の５年目保守

月額 392,034
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,704,408円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器の５年目保守

月額 139,018
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,668,216円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守（統合監視サーバ＜対外
＞、本番環境用）

月額 106,977
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,283,724円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の２年目保守

月額 103,382
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 1,240,584円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の２年目保守

月額 105,732
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 1,268,784円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 508,509 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 6,102,108円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 2,161,652 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 25,939,824円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 219,294 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 2,631,528円

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるハードウェアの保守

月額 179,477 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札 2,153,724円

令和3年11月30日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における認証サーバの更改に伴うハード
ウェアの移設および旧機器（メインセン
ター分）の撤去等作業

1,195,975 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年11月30日
国際収支システムにおけるＴＥＲＡＳＯＬ
ＵＮＡの動作検証作業

3,520,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の保守

1,161,331 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
日銀ネット端末システムの更改に伴うデー
タベース管理ソフトウェア等（本番環境
用）の保守

70,512,366 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日

金融データベースシステム等におけるデー
タベース管理ソフトウェアの保守（日本銀
行対金融機関等情報ネットワークシステ
ム、本番環境用）

2,401,278 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
総合文書システムにおけるサーバの継続使
用に伴う基本ソフトウェアの保守

1,688,610 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの保守

1,501,381 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年11月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ基盤および統合ストレージ基盤にか
かるソフトウェアの保守

1,501,381 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月1日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンター基幹設備更新に伴うハード
ウェアの賃借（保守および導入作業を含
む）

月額 3,815,306 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 183,134,688円

令和3年12月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンター基幹設備更新に伴うハード
ウェアおよびソフトウェア等の導入作業

12,014,489 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月1日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

4,228,224 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月1日
各業務システムにおける端末の継続使用に
かかる保守

5,280,000 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月1日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンター基幹設備更新に伴うソフト
ウェア等の調達（保守および導入作業を含
む）

17,860,788 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージの保守

月額 267,267
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,207,204円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月1日
金融データベースシステムにおけるサーバ
の保守（開発環境用）

月額 524,231
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,290,772円

令和3年12月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージの保守

月額 132,752
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,593,024円

令和3年12月1日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバの構築に伴う本番環境用サーバ等
の２年目保守

月額 121,396
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,456,752円

令和3年12月1日
統合ホスト搭載ソフトウェアの使用権許諾
（メインセンター設置分＜本番環境用＞）

月額 319,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,828,000円

令和3年12月2日
市場データ等関連外部情報の付属サービス
の調達

月額 249,580ほか ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,983,008円

令和3年12月3日

基幹ネットワークシステムにおけるＬＡＮ
／ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プロ
グラムの適用にかかる対応に関する業務委
託

1,946,472 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月3日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（バック
アップセンター作業分）

2,449,040
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月6日 債券インデックス関連外部情報の調達 1,147,709
ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ　ＩＮＤＥＸ Ｓ
ＥＲＶＩＣＥＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ

1700150006411 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月8日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（メインセン
ター作業分）

1,765,115 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月8日 冊子の印刷・配送
マットコート　再生紙

　Ａ判　86.5ｋｇ
12.11／枚ほか

（株）丸井工文社 6010901011444 文書局 一般競争入札 3,628,350円

令和3年12月9日
政府共通ネットワーク接続システムにおけ
る端末更改作業に関する業務委託

3,854,614 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月10日

分散系統合ストレージインフラにおけるク
ライアント端末の基本ソフトウェア更改
（ＳＡＣ２１Ｈ２対応分）に関する業務委
託

3,426,720
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月10日
日銀ネット（コア機能部分）におけるファ
イル転送ソフトウェアの１１年目以降の保
守（府中本番環境用）

8,362,200 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月10日 秋田支店防災防犯設備更新工事 6,908,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年12月10日 福島支店防災防犯設備更新工事 7,145,600 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年12月10日 神戸支店防災防犯設備更新工事 6,842,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月10日 松江支店防災防犯設備更新工事 7,458,000 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札

令和3年12月10日 下関支店防災防犯設備更新工事 6,325,000 日本リーテック（株） 5011501002891 文書局 一般競争入札

令和3年12月10日 鹿児島支店防災防犯設備更新工事 7,788,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和3年12月10日 帳票の印刷 1,313,090 （株）白橋 1010001046131 文書局 一般競争入札

令和3年12月13日
日銀ネットクロスボーダーリンク管理シス
テムにおけるスイフト通信システムの更改
対応に関する業務委託

1,873,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月13日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるセキュリティ修正プログラムの適
用作業に関する業務委託

1,167,683 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月13日 アンケート調査の実施に関する業務委託 59,950,000 （株）日本リサーチセンター 5010001062587 情報サービス局 一般競争入札

令和3年12月14日

電子メールシステムにおけるクライアント
端末の基本ソフトウェア更改（ＳＡＣ２１
Ｈ２およびＥｄｇｅ対応分）に関する業務
委託

7,799,220 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月15日 Ｗｉ－Ｆｉルーターの通信回線契約 月額 6,032／１回線ほか （株）ＮＴＴドコモ 1010001067912 金融機構局 一般競争入札 2,369,206円

令和3年12月15日 データベースの使用権許諾 2,816,000 （株）帝国データバンク 7010401018377 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月15日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における負荷分散装置の基本ソフトウェア
サポート終了に伴うネットワーク部分の対
応に関する業務委託

3,363,679 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月15日
日本銀行ホームページシステムの更新に伴
う保守端末用回線の調達

19,191,700 ＫＤＤＩ（株） 9011101031552 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月16日
政府共通ネットワーク接続システムにおけ
る業務専用端末の賃借（導入作業を含む）

月額 98,417 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 4,724,016円

令和3年12月16日
分散系統合ストレージインフラにおける管
理サーバの更改に伴うハードウェアの保守

月額 1,429,598 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札 17,155,176円

令和3年12月16日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（メインセンター作業分）

1,951,070 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月16日
政府共通ネットワーク接続システムにおけ
る業務専用端末の導入作業

1,940,697 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月16日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日本銀行擬制サーバ用電文制御用
ソフトウェアの保守

月額 770,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札 9,240,000円

令和3年12月16日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における日本銀行擬制サーバ用電文制御用
ソフトウェアの調達（保守を含む）

165,000,000 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月17日
外貨資産関係事務処理システムにおける取
引先追加等に伴う対応に関する業務委託

2,411,409 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月17日

基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の賃借（保守および導入作業等を
含む）

月額 405,240 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 29,177,280円

令和3年12月17日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（メインセ
ンター作業分）

2,863,850
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月17日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

2,257,200 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月17日 帳票の印刷 1,574,027 （株）阿部紙工 8380001000103 文書局 一般競争入札

令和3年12月17日 帳票の印刷 5,413,935 独立行政法人国立印刷局 6010405003434 文書局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月20日
スイフト通信システムにおけるＬＡＮ／Ｗ
ＡＮ端末等へのセキュリティ修正プログラ
ムの適用に関する業務委託

2,002,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月21日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の導入作業

8,296,750 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月21日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の調達（保守および導入作業を含む）

15,675,550 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月21日
身の回りＬＡＮ／ＷＡＮ端末等における
ウィルス対策ソフトウェアのライセンスの
調達

32,749,200
（株）インフォメーション・ディベ
ロプメント

7010001011096 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月21日 企業関連外部情報提供サービスの調達 月額 1,055,120 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 12,661,440円

令和3年12月22日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
の製作・納入

719,738,690 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札

令和3年12月22日 銀行券束受入機制御プログラム保守 9,900,000 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月22日

分散系統合ストレージインフラにおける予
防保守作業およびソフトウェアの保守サ
ポート切れに伴うバージョンアップ対応
（予防保守の本番適用）に関する業務委託

29,461,080
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

133



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月22日
日本銀行ホームページシステムにおける端
末（開発環境用）の導入作業

1,247,400 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月22日
国際収支システムにおけるクライアント証
明書のライセンスの使用権許諾

1,306,800 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月23日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・開発環境用）

月額 2,661,890 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 191,656,080円

令和3年12月23日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・本番府中環境用）

月額 1,631,630 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 117,477,360円

令和3年12月23日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の賃借（保守お
よび導入作業等を含む）（ネットワーク機
器・本番大阪環境用）

月額 1,495,120 ニッセイ・リース（株） 5010001025940 システム情報局 一般競争入札 107,648,640円

令和3年12月23日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの９年目保
守

3,223,440 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月23日 給食用品の購入 7,204,033 西武商事（株） 7010601013178 文書局 一般競争入札

令和3年12月24日 弁護士法律相談 1,702,800
アンダーソン・毛利・友常法律事務
所

8010405011939 企画局 随意契約 イ－（ハ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月24日
分散系基盤共通システムにおけるサーバ更
改等（結合試験）に関する業務委託

55,020,487 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月24日
ポータルシステムにおけるクライアント端
末の基本ソフトウェア更改に伴う対応（Ｓ
ＡＣ２１Ｈ２対応）に関する業務委託

2,239,165 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年12月24日 本店銀行券裁断片処理
銀行券裁断片
48.4／ｋｇ

（株）エコ・エイト 1010901014039 文書局 一般競争入札 2,904,000円

令和3年12月24日
学術研究用新聞記事テキストデータベース
の調達

9,281,250
（株）日本経済新聞社
日経メディアマーケティング（株）

3010001033086,
7010001025724

金融研究所 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月27日 施封用プラスチック紐製作・納入 1,532,080 グローリー（株） 5140001058614 発券局 一般競争入札

令和3年12月27日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）引渡 3,111,900
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 ホ

令和3年12月27日
銀行券自動鑑査機の本体装置の設計および
製作・納入

727,423,180 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札

令和3年12月27日
銀行券自動鑑査機の本体装置の設計および
製作・納入

966,721,690 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月27日
銀行券自動鑑査システム（専用機器）の設
計および製作・納入

684,077,680 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札

令和3年12月27日
発券システムの更改に伴う作業に関する業
務委託

2,328,034 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月27日

分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守（オ
フサイトモニタリングシステム・本番環境
用）

3,388,066 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月27日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守（統
合国庫記帳システム・本番環境用）

3,388,066 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）の部品交
換等作業

11,617,100 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）

令和3年12月28日 自動一貫処理設備の運行にかかる業務委託 月額 8,628,312
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 チ 207,079,488円

令和3年12月28日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に関す
る業務委託

224,291,578 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月28日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
ディスクコピー機能等ソフトウェアの開発
期間中ライセンスの使用権許諾

58,190,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月29日 マーケット関連情報資料の購入 年額 7,844,067 Ｄｅａｌｏｇｉｃ 　Ｌｉｍｉｔｅｄ 金融機構局 随意契約 イ－（イ） 23,532,200円

令和3年12月29日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
ディスクコピー機能の改修に関する業務委
託

78,745,700 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月29日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
品質確保サービスに関する業務委託

126,131,500 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月29日
日銀ネット（コア機能部分）におけるコン
ソールの保守サポート切れに伴う対応に関
する業務委託

3,085,500 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンター基幹設備更新に伴う同システ
ムにおけるネットワーク環境延伸および
サーバ等の移設対応（開発環境構築）に関
する業務委託

29,257,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日

日銀ネット（コア機能部分）におけるアプ
リケーションフレームワークソフトウェア
の受入に伴う改修（環境構築）に関する業
務委託

11,431,269 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月30日

日銀ネット（コア機能部分のうちアプリ
ケーションフレームワークソフトウェア）
の更改（環境構築および非互換調査等）に
関する業務委託

66,914,119 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日
歳出金集中払等システム等における国庫金
支払系システムの更新に伴う改修（外部設
計等）に関する業務委託

17,224,350 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月30日

海外預り金等計理システムにおけるスイフ
トの電文フォーマットのＩＳＯ２００２２
化対応（移行期間中の対応のうちプログラ
ム設計および製造ならびに単体試験）に関
する業務委託

74,133,840 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日
金融経済統計情報インフラシステム（対外
提供）における維持管理に関する業務委託

14,232,922 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和3年12月30日
経費・物品関係システム（リース部分を除
く）における維持管理に関する業務委託

14,640,738 （株）トリニファイ 6010401049150 システム情報局 随意契約 ハ

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（ネット
ワーク機器・開発環境用・買取分）

月額 205,898 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 1,441,286円

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（サーバ
機器・開発環境用）

月額 2,182,106 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 26,185,272円

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（ネット
ワーク機器・本番府中環境用・買取分）

月額 201,478 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 1,611,824円

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（サーバ
機器・本番府中環境用）

月額 1,916,972 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 17,252,748円

令和3年12月30日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の３年目保守

月額 233,295
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,799,540円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月30日
基幹ネットワークシステムにおけるアクセ
スサーバの更改に伴う同機器の保守

月額 118,866 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札 1,426,392円

令和3年12月30日
福岡支店営業所改築に伴う歳入金等ＯＣＲ
処理システム関連機器の移設作業

5,284,620 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日
福岡支店営業所改築に伴う歳入金等ＯＣＲ
処理システム関連機器の耐震固定作業

1,286,120 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和3年12月30日
総合文書システムの更新および維持管理に
関するソフトウェアの保守

3,879,480 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ

令和3年12月30日
総合文書システムにおけるデータベース管
理ソフトウェア等の保守

49,643,668 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月30日
総合文書システムにおけるＰＤＦ変換ソフ
トウェアの保守（本番環境用）

1,760,880 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるサーバ機器に関するソフトウェアの
保守（開発環境用）

11,985,039 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月30日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるサーバ機器に関するソフトウェアの
保守（本番府中環境用）

8,625,545 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和3年12月30日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるウィルス対策ソフトウェア
にかかる保守

1,282,050 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和3年12月30日 振込等に関する契約 5,563,644 （株）三井住友銀行 5010001008813 総務人事局 一般競争入札

令和3年12月30日 福岡支店ＩＴＶ設備保守 7,288,820 （株）九電工 6290001001120 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年12月30日 福岡支店自家発電設備保守 5,153,500 （株）九電工 6290001001120 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和3年12月30日 産業医委嘱契約 月額 90,000
ひでかず胃腸科内科
院長　鈴木秀和

青森支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円

令和3年12月30日 産業医委嘱契約 月額 100,000 海岸診療所院長　白鴻泰 神戸支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円

令和4年1月1日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムの更改に伴うハードウェアの保
守

月額 2,424,699 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 29,096,388円

令和4年1月1日
金融機関マスター管理システムにおける
サーバの保守（開発環境用）

月額 195,786
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,349,432円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月1日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるサーバの保守（本番環境
用）

月額 916,966
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,003,592円

令和4年1月1日
国際収支システムにおけるサーバ更改等に
伴い導入したサーバの保守（開発環境用）

月額 491,648
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,899,776円

令和4年1月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
統合ディスク装置等の保守

月額 117,773
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,413,276円

令和4年1月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
タイムサーバの保守（本番環境用）

2,105,400
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うサーバの保守（開発環境用）

1,190,244 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うサーバの保守（本番環境用）

1,865,028 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
るネットワーク機器の保守（開発環境用
等）

56,242,802 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日

統合ホストにおける対外接続ネットワーク
および全銀ファイル転送接続ネットワーク
にかかるファイアウォールシステムの更改
に伴うハードウェアの保守（本番環境用）

月額 148,500 兼松エレクトロニクス（株） 3010001040339 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,782,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月1日
日銀ネット（コア機能部分）における連続
帳票プリンターの保守（メインセンター設
置分＜本番環境用＞）

月額 163,955 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,967,460円

令和4年1月1日
統合ホストの更改に伴い調達した高速連続
帳票プリンターの保守（本番環境用）

月額 166,196 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,994,352円

令和4年1月1日
金融経済統計情報インフラシステムの構築
に伴うデータベースソフトウェアの使用権
許諾

77,112,972 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
金融経済統計情報インフラシステムのソフ
トウェア使用許諾権

2,824,252 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
分散系統合ストレージインフラにおける管
理サーバの更改に伴うソフトウェアの保守

月額 199,320 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札 2,391,840円

令和4年1月1日

日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおける日銀ネット端末システ
ムの更改に伴う対応に関するソフトウェア
の保守

44,120,102 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月1日
分散系統合ストレージインフラにおける基
本ソフトウェアの保守

月額 1,430,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 17,160,000円

令和4年1月1日
分散系統合ストレージインフラにおける基
本ソフトウェアの５年目保守（ＡＵＳソ
ケット・仮想サーバ分）

月額 224,400
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,692,800円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うソフトウェアの保守（開発環境用）

1,495,120 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更新
に伴うソフトウェアの保守（本番環境用）

3,469,290 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
金融経済統計情報インフラシステムのシス
テム構成等の変更に伴うソフトウェアの保
守

1,320,000 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
分散系統合ストレージインフラにおける
ファイル改竄検知ソフトウェアの２年目保
守

2,623,500 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日

ＸＢＲＬ形式財務データの作成および変換
システムにおけるソフトウェアのバージョ
ンアップに伴い調達したＸＢＲＬ関連ミド
ルウェアの保守

1,461,240 富士通Ｊａｐａｎ（株） 5010001006767 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日
リアルタイムデータ表示に関する外部情報
の調達

月額 561,880 （株）ＱＵＩＣＫ 4010001015075 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,742,560円

令和4年1月1日
リアルタイムニュースに関する外部情報の
調達（インターネット接続分）

月額 3,794,175 （株）時事通信社 7010001018703 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 45,530,100円

令和4年1月1日
総合経済データ検索に関する外部情報の調
達

月額 1,474,000 （株）日本経済新聞社 3010001033086 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 17,688,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月1日 専門ニュースに関する外部情報の調達 月額 115,500 （株）時事通信社 7010001018703 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,386,000円

令和4年1月1日 金融証券関連外部情報サービスの調達 月額 110,000 （株）時事通信社 7010001018703 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,320,000円

令和4年1月1日
ＥＵＲＩＢＯＲリアルタイムデータ等の有
償化に伴うライセンスの調達

1,409,058
Ｔｈｅ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｍｏｎ
ｅｙ　Ｍａｒｋｅｔｓ　Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月1日 経済レポート等関連外部情報の調達 月額 527,972 ダウ・ジョーンズ・ジャパン（株） 9010001022174 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 6,335,664円

令和4年1月6日
端末一元管理システムの更改に伴う中継端
末および周辺機器の導入作業

1,287,000 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月7日
国際収支システムにおけるデータベース管
理用ソフトウェア（開発環境用）の保守

1,200,988 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月7日
国庫国債事務取扱手数料等システム等にお
ける同システム搭載サーバのデータベース
管理ソフトウェアの保守（本番環境用）

1,434,576 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月11日
日銀ネット（コア機能部分）におけるＬＡ
Ｎ／ＷＡＮ端末等へのセキュリティ修正プ
ログラムの適用に関する業務委託

2,411,409 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月11日
国際収支システムにおけるアクセス権限の
設定変更に関する業務委託

1,665,422 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年1月12日 保健衛生関連機器の購入 2,432,100 オリンパスマーケティング（株） 2011101037845 文書局 一般競争入札

令和4年1月13日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴う設備点検事前・事後作業（メインセン
ター作業分）

1,765,115 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月13日 本店施設内装改修工事 7,260,000 （株）淺沼組 8120001022651 文書局 一般競争入札

令和4年1月14日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
におけるインボイス制度導入に関する業務
委託

5,572,017 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月14日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更改
に関する業務委託

5,961,054 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月17日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）引渡 4,799,740
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 ホ

令和4年1月17日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の賃借（保守および導入作業を含む）

月額 2,503,127 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 180,225,144円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月18日 旅費関係業務
「旅費請求連動データ」

の作成
1,870／件ほか

西鉄旅行（株） 2290001009530 文書局 一般競争入札 12,172,600円

令和4年1月19日
分散系統合ストレージインフラにおける不
具合等対応に伴うシステム変更に関する業
務委託

2,439,360
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月19日

ファイルサーバシステムにおけるクライア
ント端末の基本ソフトウェア更改に伴う対
応（ＳＡＣ２１Ｈ２対応）に関する業務委
託

9,254,168 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月20日
本行保有外貨資産計理システムにおけるク
ライアント端末の継続利用にかかる対応に
関する業務委託

3,932,500 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年1月20日
日銀ネット等における電気設備法定点検に
伴うホスト系機器の設備点検事前・事後作
業（メインセンター作業分）

1,951,070 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月20日
スイフト通信システムの更新に伴うソフト
ウェアの保守

42,995,009 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月20日
パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）におけるソフトウェアアシュア
ランス（本番環境用）の調達

10,074,680 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月20日 本店照明設備更新工事 522,500,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月21日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想化ソフトウェアのバージョンアップ対応
（事前調査）に関する業務委託

4,588,320
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月21日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）の廃止作業（事前作業）に関する業
務委託

2,337,500
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月21日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合バックアップサーバの更改（事前調査）
に関する業務委託

6,258,120
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月21日
スイフト通信システムにおけるセキュリ
ティ対応に伴う改修に関する業務委託

18,634,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月21日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の７年目保守

月額 752,272
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 9,027,264円

令和4年1月21日
人事系統合システムの更改に伴う言語統合
開発用ソフトウェア（本番環境用）の調達

1,210,000
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年1月24日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合管理サーバの改修に関する業務委託

13,503,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月24日
外貨資産関係事務処理システムにおけるプ
ロキシ装置の更改（影響調査）に関する業
務委託

2,623,401 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月24日
全国企業短期経済観測調査システムにおけ
るクライアント端末の基本ソフトウェア更
改に関する業務委託

2,053,672 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和4年1月24日
全国企業短期経済観測調査システムにおけ
るサーバ更改にかかる事前調査に関する業
務委託

3,179,880 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和4年1月25日
統合コミュニケーションシステムの構築に
伴う開発用端末の導入作業

1,265,000 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月26日

外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフトの電文フォ－マットのＩＳＯ２００
２２化対応（移行期間中の対応＜製造、テ
スト等＞）に関する業務委託

8,969,911 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月26日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
伴う回線移設に関する業務委託

5,808,000 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月27日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改
（フィルタリング設定等作業）に関する業
務委託

4,643,347 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月27日 事業所内保育所向け保育サービスの提供 月額 660,000ほか （株）アルファコーポレーション 2130001019751 総務人事局 随意契約 イ－（イ） 7,920,000円

令和4年1月27日 帳票の印刷
合計表（済通用）

134／束ほか
（株）アスカ紙工 3010001128357 文書局 一般競争入札 6,621,150円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月28日
スイフト通信システムのＣｕｓｔｏｍｅｒ
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｅの
実施にかかる業務支援に関する業務委託

2,618,000 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月28日
分散系システムにおける電気設備法定点検
に伴う設備点検事前・事後作業（メインセ
ンター作業分）

2,638,570
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月28日

ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）におけるデータベース管理ソフト
ウェア（府中行内管理サーバ分）の１１年
目保守

2,661,978 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月28日 本店電気通信回線利用 月額 4,511,575 東日本電信電話（株） 8011101028104 文書局 随意契約 イ－（イ） 51,883,112円

令和4年1月28日 乗用自動車の賃借 月額 106,370／台ほか （株）トヨタレンタリース神奈川 6020001023868 文書局 一般競争入札 26,038,320円

令和4年1月31日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムの更改（内部設計）に関する業
務委託

38,287,667 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
日銀ネット端末システムにおける予防保守
（結合試験）に関する業務委託

7,849,165 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ制御用サーバの更改に関する業務
委託

3,339,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月31日

分散系統合ストレージインフラにおける予
防保守作業およびソフトウェアの保守サ
ポート切れに伴うバージョンアップ対応
（ファイル改竄検知ソフトウェアのバー
ジョンアップ）に関する業務委託

3,891,360
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるロ
グ中の文字列の変数置換機能のセキュリ
ティ対応に関する業務委託

4,980,360
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
外貨資産関係事務処理システムにおける対
象通貨追加に伴う対応に関する業務委託

2,133,169 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
日銀ネット（コア機能部分）における国庫
国債事務取扱手数料等システムの更改に関
する業務委託

13,111,175 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
国庫金支払系システムの更新における仕様
変更に伴う外部設計工程に関する業務委託

9,632,031 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
国際収支システムにおける外部利用者環境
変更対応に関する業務委託

8,927,754 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年1月31日

日銀ネット（コア機能部分のうちアプリ
ケーションフレームワークソフトウェア）
の更改（予防保守の選定作業）に関する業
務委託

2,206,600 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日
国庫金支払系システムの更新にかかる業務
支援に関する業務委託

月額 3,960,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札 47,520,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月31日
ＳｍａｒｔＤＢシステムにおける維持管理
に関する業務委託

36,380,344 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年1月31日
諸勘定集計計算システムにおける維持管理
に関する業務委託

2,349,600 （株）バイトルヒクマ 7011101017165 システム情報局 随意契約 ハ

令和4年1月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（ネット
ワーク機器・開発環境・リース分）

月額 3,653,823 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 43,845,876円

令和4年1月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（ネット
ワーク機器・本番府中環境・リース分）

月額 2,322,106 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 20,898,954円

令和4年1月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）における監視端末のハードウェアの
保守

月額 94,710
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 1,136,520円

令和4年1月31日
国際収支システムにおけるサーバラックの
撤去作業

4,039,200
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和4年1月31日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステムにおけるＷｅｂアプリケーションソ
フトウェア等（本番環境用）の保守

6,877,972 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月31日
総合文書システムの更新に伴う文書管理
パッケージソフトウェアライセンスの保守

36,251,600 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 チ
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等のソフトウェア
の保守（ネットワーク機器・開発環境用）

3,523,641 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等のソフトウェア
の保守（ネットワーク機器・本番府中環境
用）

2,360,410 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年1月31日 本店放送設備保守 5,602,798 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 本店電話交換機等設備保守 12,179,640 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 本店電話交換機等設備保守 3,417,612 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 本店ポケットベル設備保守 1,265,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 随意契約 チ

令和4年1月31日 本店防災防犯設備保守 12,543,025 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 前橋支店空調設備等改修主体工事 188,100,000 大成建設（株） 4011101011880 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月31日 前橋支店空調設備等改修電気設備工事 280,500,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 前橋支店空調設備等改修受変電設備工事 60,390,000 三機工業（株） 2010001008683 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年1月31日 前橋支店空調設備等改修機械設備工事 301,400,000 第一工業（株） 4010001034620 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 広島支店受変電・空調設備等改修主体工事 552,200,000 大成建設（株） 4011101011880 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日
広島支店受変電・空調設備等改修電気設備
工事

1,214,400,000 日本リーテック（株） 5011501002891 文書局 随意契約 チ

令和4年1月31日
広島支店受変電・空調設備等改修機械設備
工事

959,200,000 須賀工業（株） 1010501032696 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日
広島支店受変電・空調設備等改修昇降機設
備工事

141,570,000 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和4年1月31日 複写機の保守 1.089／枚ほか コニカミノルタジャパン（株） 9013401005070 文書局 一般競争入札 28,089,600円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年1月31日 オフィス家具の購入 4,613,950 （株）文祥堂 6010001055730 文書局 一般競争入札

令和4年2月1日

分散系基盤共通システムにおける分散系統
合ストレージインフラ（Ｌｉｎｕｘ環境）
にかかる基本ソフトウェアの稼動確認試験
等（プログラム修正に伴う対応分）に関す
る業務委託

4,783,284 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月1日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴うハード
ウェアおよびソフトウェア等の賃借（保守
および導入作業を含む）

月額 3,815,306 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 183,134,688円

令和4年2月1日
分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴うハード
ウェアおよびソフトウェア等の導入作業

12,014,489 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月1日
国庫金支払系システムの更新に伴うファイ
ル暗号化ソフトウェア（本番環境用）の使
用権許諾

1,815,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月1日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理用ソフトウェア（仮想
サーバ・開発環境用）の５年目保守

1,581,518 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月1日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴うソフト
ウェア等の調達（保守および導入作業を含
む）

17,860,788 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月1日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関するセキュリティ機器等の保
守（開発環境用）

月額 529,410 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 6,352,920円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月1日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関する内部負荷分散装置の保守
（開発環境用）

月額 311,203 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 3,734,436円

令和4年2月1日
ユーザＩＤ一元管理システムにおけるサー
バの保守（本番環境用）

月額 722,015
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,664,180円

令和4年2月1日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）における行内管理サーバの保守（本
番環境用）

月額 391,939
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,703,268円

令和4年2月1日
基幹ネットワークにおける日銀ネットの構
築に伴い調達したネットワーク機器の保守

16,870,700 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月1日
日銀ネット（コア機能部分）の負荷試験
ツールの使用権許諾

月額 968,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 11,616,000円

令和4年2月1日

日銀ネット端末システムにおけるソフト
ウェアの保守サポート切れに伴う同システ
ムの更改に関するソフトウェアの保守（開
発環境用）

50,039,853 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月1日
日銀ネットクロスボーダーリンク管理シス
テムの構築に伴うソフトウェア（本番府中
環境用）の保守

2,152,580 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月2日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
用消耗品の製作・納入

1,815／個 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 7,837,170円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月2日

パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）の更改に伴うセキュリティ対策
ソフトウェアの調達（本番環境用、保守を
含む）

1,431,430 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月3日
電子メールシステムにおける外部データセ
ンター設置機器の更改に関する業務委託

14,894,880 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月3日
電子メールシステムにおける本行サイト設
置機器の更改に関する業務委託

6,211,590 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月4日 貨幣用大袋製作・納入 584.1／袋 ハイランド（株） 3060001012259 発券局 一般競争入札 96,376,500円

令和4年2月4日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る福岡支店営業所改築に伴うシステムイン
フラの整備対応（Ⅱ期棟移行作業）に関す
る業務委託

4,159,584 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月4日
リモートアクセスシステムにおけるリモー
トデスクトップ接続用ライセンスの使用権
許諾

1,232,000 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月7日

日銀ネット（コア機能部分）における与信
担保データベースシステムの更改に伴う改
修等（本番環境連動試験および本番移行）
に関する業務委託

5,447,590 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月7日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
におけるデータベースソフトウェアの保守

6,054,180 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月7日
国庫金支払系システムの更新に伴う帳票作
成・出力用ソフトウェア（本番環境用）の
調達（保守を含む）

7,550,400 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月9日
金融経済統計情報インフラシステムにおけ
る行内Ｗｅｂ検索の機能改善に関する業務
委託

1,501,500 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月9日

国庫金支払系システムの更新に伴うＷｅｂ
アプリケーションソフトウェアおよびデー
タベースソフトウェア（本番環境用）の調
達

20,018,680 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月9日
統合国庫記帳システムのサーバ更改に伴う
帳票作成用ソフトウェア（開発環境用）の
調達

3,451,690 ＮＥＣフィールディング（株） 3010401022977 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日 工数の合理性評価に関する業務委託契約 6,600,000
（株）ベイカレント・コンサルティ
ング

7010401111553 決済機構局 随意契約 ハ

令和4年2月10日
日銀ネット（コア機能部分）におけるＬＡ
Ｎ／ＷＡＮシステムの更改に伴う接続確認
試験に関する業務委託

3,470,087 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うスト
レージ装置（本番環境用）の賃借（保守お
よび導入作業を含む）

月額 1,003,552 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 48,170,496円

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（本番環境用）の賃借（保守および導入
作業を含む）

月額 566,632 三菱ＨＣキャピタル（株） 4010001049866 システム情報局 一般競争入札 27,198,336円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うスト
レージ装置（本番環境用）の導入作業

3,564,000 兼松エレクトロニクス（株） 3010001040339 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（本番環境用）の導入作業

5,013,135 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（本番環境用）の耐震固定作業

2,593,948 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日
日銀ネット端末システムの認証サーバ接続
ネットワークにおける監視装置の更改に伴
う同機器にかかるソフトウェアの保守

1,830,783 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日
職員用ファイルサーバの更新に伴うサーバ
等（本番環境用）の調達（保守および導入
作業を含む）

10,557,812 日本ビジネスシステムズ（株） 4010401041588 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月10日
統合国庫記帳システムのサーバ更改に伴う
Ｗｅｂアプリケーションソフトウェア（本
番環境用）の調達

3,511,200 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月14日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
のネットワーク部分の更改に関する業務委
託

2,591,611 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月14日 物品収納シート等製作・納入 46,046,000 一村産業（株） 9220001001181 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月16日 統合ホストの連続帳票印刷装置の賃借 月額 355,949 リコージャパン（株） 1010001110829 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,271,388円

令和4年2月16日
スイフト通信システムのライセンス区分変
更に伴う連動用ソフトウェアの調達

13,823,040 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月17日
スイフト通信システムにおけるセキュリ
ティ対応に関する業務委託

5,390,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月17日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改に
関する業務委託

1,338,381 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月17日 冊子の印刷 1／ページ （株）アイネット 5010001067883 文書局 一般競争入札 7,632,000円

令和4年2月18日

日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムにおける端末へのセキュリティ
修正プログラムの適用にかかる対応に関す
る業務委託

2,875,202 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月18日
分散系統合ストレージインフラにおける環
境設定作業等（Ｌｉｎｕｘ分）に関する業
務委託

2,323,200
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月18日
国庫金支払系システムの更新に伴うファイ
ル転送ソフトウェアの調達（保守含む）

1,403,600 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月18日
国庫金支払系システムの更新に伴うアプリ
ケーション実行ソフトウェア（本番環境
用）の調達（保守を含む）

4,950,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月18日 景気動向指数関連情報の調達 2,248,698
Ｍａｒｋｉｔ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ
Ｌｉｍｉｔｅｄ

システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月21日
テレビ会議システムにおける専用機器の保
守

11,675,268
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月21日 灯油の購入 3,375,900 隅田商事（株） 1011001012065 文書局 一般競争入札

令和4年2月22日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）引渡 2,574,990
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 ホ

令和4年2月22日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合国庫記帳システム搭載サーバのバージョ
ンアップ対応の事前調査に関する業務委託

5,415,960
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月22日
スマートフォンアクセスシステムにおける
中継用ソフトウェアの調達（保守を含む）

1,573,440 日興通信（株） 9010901015459 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月24日 本店ＩＴＶ設備保守 11,407,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 1,386,000
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 133,056,000円

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置定期保守（支店分）

月額 824,469 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 79,149,024円

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置保守用部品調達（支店分）

月額 259,996 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 24,959,616円

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 1,386,000
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 133,056,000円

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置定期保守（支店分）

月額 446,369 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 42,851,424円

令和4年2月28日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置保守用部品調達（支店分）

月額 142,362 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 13,666,752円

令和4年2月28日
発券システムの更改に伴う回送ルート追加
に関する業務委託

3,816,450 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける情
報セキュリティ統合監視システムの構築対
応（設計および構築）に関する業務委託

10,236,600
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月28日
日本銀行ホームページシステム（セキュリ
ティ対策部分）における改修および維持管
理に関する業務委託

39,916,800 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年2月28日
日本銀行ホームページシステム（セキュリ
ティ対策部分）における改修および維持管
理に関する業務委託（サービス利用分）

211,860,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年2月28日
経費・物品関係システムにおける維持管理
に関する業務委託

175,560,000 （株）トリニファイ 6010401049150 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ等の保守サポート切れに伴う保守

23,544,455
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年2月28日
総合文書システムにおけるＷｅｂアプリ
ケーションソフトウェアの保守（開発環境
用）

5,674,900 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
総合文書システムにおけるＷｅｂアプリ
ケーションソフトウェアの保守（本番環境
用）

6,602,200 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの５年目保
守

6,687,595 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

1,604,856 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

6,492,816 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの保守

4,689,300 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

5,968,204 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

5,677,100 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェアの調達（保
守を含む）

18,686,800 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店防災防犯設備保守 23,707,200 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店ＩＴＶ設備保守 7,231,400 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店電算機用無停電電源設備保守 374,814,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月28日 本店入退室管理システム保守 44,000,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店等ＩＴＶ設備保守 10,365,300 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店視聴覚設備保守 1,606,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店無停電電源設備等保守 30,833,000 （株）きんでん 1120001063033 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 本店出退表示設備保守 1,945,900 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 大阪支店入退室管理システム保守 14,575,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 大阪支店昇降機設備保守 1,102,200 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 支店電話設備保守 2,211,000 扶桑電通（株） 6010001055706 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年2月28日 支店電話設備保守 2,541,000 扶桑電通（株） 6010001055706 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 支店等ＩＴＶ設備保守 12,262,800 セコム（株） 6011001035920 文書局 一般競争入札

令和4年2月28日 前橋支店自家発電設備保守 8,585,500 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和4年3月1日
日銀ネット（コア機能部分）における金融
調節等入札連絡事務のコンピュータ接続対
象電文追加に伴う改修に関する業務委託

6,902,989 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月1日
分散系ソフトウェアのサポートサービスの
保守

23,517,725 日本マイクロソフト（株） 2010401092245 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月1日

日銀ネット端末システムにおける認証サー
バ等の接続用ネットワークにかかるファイ
アウォールシステムおよびネットワーク機
器の更改に伴う同機器の保守（本番環境
用）

月額 188,521 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 2,262,252円

令和4年3月1日
テレビ会議システムの更新に伴うハード
ウェアの保守（開発環境用）

1,535,820
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月1日
テレビ会議システムの更新に伴うハード
ウェアの保守（本番環境用）

3,146,880
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月1日

パソコン集中管理システム（端末操作ログ
取得部分）におけるＬＡＮ／ＷＡＮシステ
ム接続用端末等搭載セキュリティ対策用ソ
フトウェアの保守

5,024,250 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月1日
ＸＢＲＬ形式財務データの作成および変換
システムにおけるクライアント基本ソフト
ウェア更改対応に伴うソフトウェアの保守

5,230,764 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月1日
テレビ会議システムの更新に伴うソフト
ウェアの保守（開発環境用）

3,098,832
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月1日
テレビ会議システムの更新に伴うソフト
ウェアの保守（本番環境用）

4,910,664
富士通ネットワークソリューション
ズ（株）

7020001077145 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月1日 証券調査レポートに関する外部情報の調達 月額 143,000 （株）アイフィスジャパン 9010001009543 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,716,000円

令和4年3月1日 経済統計関連外部情報の調達 月額 297,000 （株）アイ・エヌ情報センター 2010001009335 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,564,000円

令和4年3月3日
スイフト通信システム等における連動用ソ
フトウェア等の保守

82,493,180 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月3日 証券データの調達 月額 197,200 ブルームバーグ・エル・ピー 8700150002453 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,366,400円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月7日
パソコン等のヘルプデスクおよび導入等に
かかる支援業務

9,174,000 （株）どっとこむ 3011101041739 金融機構局 一般競争入札

令和4年3月9日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜メインセ
ンター分＞）の保守

80,817,528 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月10日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）本体装置
用消耗品の製作・納入

5,511／個ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 2,162,697円

令和4年3月10日
総合文書システムにおける保護文書ソフト
ウェアの９年目保守

39,112,312 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月11日

ファイルサーバシステムにおける分散系統
合ストレージインフラのＷｉｎｄｏｗｓＤ
Ｃサーバ（大阪）の更改に伴う設定変更お
よび稼動確認等に関する業務委託

11,135,520 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月11日 旧小樽支店金融資料館雪下ろし業務 2,233,000 （株）竹中工務店 3120001077469 札幌支店 随意契約 ハ

令和4年3月16日 業務書類等シャトル便運送 30,476,400 日本通運（株） 4010401022860 文書局 一般競争入札

令和4年3月17日
国庫金支払系システムの更新に伴うジョブ
管理ソフトウェア（本番環境用）の保守

14,080,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月17日 本店建物・設備等管理業務 439,124,400 グローブシップ（株） 5010001055269 文書局 一般競争入札

令和4年3月18日 実験環境構築作業等にかかる業務委託契約 184,595,070 （株）日立製作所 7010001008844 決済機構局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月18日
総合図書システムにおける分散系基盤共通
システムの一部機能廃止に伴う改修に関す
る業務委託

1,682,394 コニカミノルタジャパン（株） 9013401005070 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月18日 本店昇降機設備保守 2,640,000 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和4年3月22日
分散系統合ストレージインフラにおける
データベース管理ソフトウェア（開発環境
仮想サーバ分）の７年目保守

4,101,376 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月23日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）稼動前確
認作業

2,200,000 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）

令和4年3月23日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）引渡 2,298,340
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 ホ

令和4年3月23日 複写機等の賃借
機器レンタル料金
20,350／台ほか

エイトレント（株） 6120001061197 文書局 一般競争入札 3,842,135円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月23日 営業所等清掃業務 月額 129,470ほか
日東カストディアル・サービス
（株）

9011401005058 高松支店 一般競争入札 2,019,600円

令和4年3月23日 健康診断業務
定期健康診断
9,306／人ほか

国家公務員共済組合連合会高松病院 高松支店 一般競争入札 1,090,540円

令和4年3月24日
国際収支システムにおけるサーバ更改に伴
う負荷分散装置の３年目保守

4,324,320 東京エレクトロンデバイス（株） 4020001009043 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月25日 クラウドサービスの利用にかかる契約 39,389,885 日本電気（株） 7010401022916 決済機構局 一般競争入札

令和4年3月25日
日銀ネット（コア機能部分）および統合ホ
ストにおけるファイル転送ソフトウェアの
保守

7,203,735 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月25日
分散系基盤共通システムのサーバ更改に伴
うディレクトリ管理ソフトウェアの調達
（開発環境用）

2,032,800 （株）大塚商会 1010001012983 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月28日 営業所清掃業務 6,270／日ほか （有）総合ビルメンテナンス 1040002096420 横浜支店 一般競争入札 1,529,880円

令和4年3月29日 郵便物等運送 4,316,400 テイケイ（株） 4011101013398 文書局 一般競争入札
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契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月29日 営業所清掃等業務
日常清掃

月額 40,700ほか
九州ビル管理（株） 1290001012576 福岡支店 一般競争入札 2,365,000円

令和4年3月29日 一般廃棄物処理業務
可燃ごみ

30／kgほか
（株）福岡興発 4290001002087 福岡支店 随意契約 イ－（イ） 3,079,730円

令和4年3月29日 健康診断業務
定期健康診断
5,610／人ほか

一般財団法人日本予防医学協会 6010605000116 福岡支店 一般競争入札 1,120,020円

令和4年3月30日 シュリンクフィルム製作・納入 22,440／巻 太洋工業（株） 1010401017582 発券局 随意契約 イ－（イ） 61,687,560円

令和4年3月30日 ヒートシール式ロール大帯製作・納入 4,227.3／巻 （株）万年社 4010001007353 発券局 一般競争入札 43,160,733円

令和4年3月30日 ヒートシール式ロール小帯製作・納入 856.9／巻 第一紙工（株） 6070001021842 発券局 一般競争入札 18,157,711円

令和4年3月30日
分散系基盤共通システムのサーバ更改に伴
うＷｅｂアプリケーションソフトウェアの
調達（開発環境用、保守を含む）

1,919,170 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月30日 厚生関係業務 月額 154／人ほか （株）リロクラブ 2011101032251 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

13,320,912円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
日本銀行の業務等に関連する新聞記事のク
リッピング等の業務委託

2,124,367 （株）コーリング 5010401130737 政策委員会室 一般競争入札

令和4年3月31日 会計処理事項に関する外部相談 月額 220,000 有限責任監査法人トーマツ 5010405001703 政策委員会室 随意契約 イ－（ハ） 2,640,000円

令和4年3月31日 税務処理事項に関する外部相談 月額 122,507 税理士　大下雅夫 政策委員会室 随意契約 イ－（ハ） 1,470,084円

令和4年3月31日 法人税申告に関する外部相談 1,760,000 デロイトトーマツ税理士法人 6010005005979 政策委員会室 随意契約 イ－（ハ）

令和4年3月31日 貨物（業務関係書類等）運送業務
地上運送10ｋｇまで

20ｋｍまで
550ほか

セイノースーパーエクスプレス
（株）

9010601041061 検査室 一般競争入札 2,454,012円

令和4年3月31日
ＸＢＲＬコンテンツのメンテナンスおよび
検証にかかる業務委託

7,700,000
エヌ・ティ・ティ・データ・システ
ム技術（株）

4010001012386 金融機構局 一般競争入札

令和4年3月31日
ＳＡＳ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｇｕｉｄ
ｅ を使ったデータ格納等に対するサポート
業務

2,332,000 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 金融機構局 一般競争入札

令和4年3月31日 情報資料の購入 12,324,895
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融機構局 随意契約 イ－（イ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 情報資料の購入 2,310,000
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 情報資料の購入 1,155,000
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 ＣＲＤ蓄積データの購入 6,600,000 一般社団法人ＣＲＤ協会 7010005008535 金融機構局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
短期社債等平均発行レートの算出および公
表業務

月額 373,998 （株）証券保管振替機構 2010001077027 金融市場局 随意契約 イ－（イ） 4,487,976円

令和4年3月31日 格付関連情報資料の購入 3,363,382
ムーディーズ・アナリティックス・
ジャパン（株）

3010401073590 金融市場局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 格付関連情報資料の購入 2,420,000
Ｓ＆Ｐ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅ
ｔ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ｌ
ＬＣ

金融市場局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 格付関連情報資料の購入 1,188,000 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 金融市場局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 統計データの購入 月額 830,500 （株）ビデオリサーチ 5010001055153 調査統計局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）

9,966,000円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 価格調査票封入封緘等業務委託 月額 246,356ほか 社会福祉法人東京コロニー 6011205000217 調査統計局 一般競争入札 3,110,580円

令和4年3月31日 法律顧問契約 四半期 330,000
アンダーソン・毛利・友常法律事務
所

8010405011939 国際局 随意契約 イ－（ハ） 1,320,000円

令和4年3月31日 国際金融関連情報資料の購入 3,180,100
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｉｎａｎ
ｃｅ

国際局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）用裁断機
修理

3,114,320／個ほか 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約 イ－（ロ） 16,146,020円

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）等の日常
保守（支店分）

月額 1,386,000
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 一般競争入札 133,056,000円

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置定期保守（支店分）

月額 824,469 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 79,149,024円

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ－Ｇ５）の本体装
置保守用部品調達（支店分）

月額 259,996 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 一般競争入札 24,959,616円

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）の部品交
換等作業

20,700,900 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約
イ－（イ）、
イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 銀行券自動鑑査機（ＢＮ２００）等保守 264,756,800
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 銀行券自動鑑査システム保守 79,173,600
東芝自動機器システムサービス
（株）

4020001076934 発券局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 銀行券束受入機保守 月額 2,481,688ほか 日本電気（株） 7010401022916 発券局 一般競争入札 29,684,545円

令和4年3月31日
情報システム・開発用受払管理サーバー保
守

月額 119,042 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札 1,428,504円

令和4年3月31日
情報システム・本番用受払管理サーバー保
守

月額 267,012 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札 3,204,144円

令和4年3月31日 貨幣鑑査機保守
1台1回当り
　　30,800

グローリー（株） 5140001058614 発券局 随意契約
イ－（ロ）、
ホ

4,928,000円

令和4年3月31日 現金受払機保守
1台1回当り
　　156,948

グローリー（株） 5140001058614 発券局 随意契約
イ－（ロ）、
ホ

20,717,136円

令和4年3月31日
情報システム・開発用・本番用通信用機器
保守

月額 492,525ほか （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ） 5,878,686円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 現金受払機修理
1台1回当り
　　145,200

グローリー（株） 5140001058614 発券局 随意契約 イ－（ロ） 1,161,600円

令和4年3月31日
情報システム（勘定系）の維持管理にかか
る業務委託

50,875,000 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
情報システム（物流系）の維持管理にかか
る業務委託

27,225,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
情報システムにおけるネットワーク機器の
更新にかかる業務委託

13,060,458 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
情報システム（勘定系）の開発環境用受払
管理サーバーに搭載するソフトウェア保守
にかかる業務委託

5,492,780 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札

令和4年3月31日
情報システム（勘定系）の本番環境用受払
管理サーバーに搭載するソフトウェア保守
にかかる業務委託

13,281,317 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札

令和4年3月31日
新様式銀行券発行に伴う銀行券束受入機の
プログラム改修対応に関する業務委託

34,708,292 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
新様式銀行券発行に伴う銀行券束受入機の
プログラム改修対応に関する業務委託

52,344,897 日本電気（株） 7010401022916 発券局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
発券システム更改における情報システムの
基盤構築および連動試験にかかる業務委託

6,482,685 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
情報システムの開発用物流系サーバー等に
搭載するソフトウェア保守にかかる業務委
託

1,573,451 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札

令和4年3月31日
情報システムの本番用物流系サーバー等に
搭載するソフトウェア保守にかかる業務委
託

3,007,926 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札

令和4年3月31日
情報システム（勘定系）の受払管理サー
バーの更新に関する業務委託

180,683,151 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
銀行券自動鑑査機の発券システム更改に伴
う連動テストおよびＩＰアドレス変更作業
にかかる業務委託

1,866,700 東芝インフラシステムズ（株） 2011101014084 発券局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 情報システムのハードウェアの常駐保守 月額 2,393,600 （株）日立製作所 7010001008844 発券局 一般競争入札 28,723,200円

令和4年3月31日 弁護士法律相談 57,200／時間ほか
アンダーソン・毛利・友常法律事務
所 外国法共同事業

業務局 随意契約 イ－（ハ） 10,492,680円

令和4年3月31日
預託金等の月次計数等を記した書類の印刷
および発送業務

用紙代
3.85／枚ほか

ＮＴＴ印刷（株） 2011201000827 業務局 一般競争入札 1,100,220円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
ＩＴ動向およびＩＴ関連市場分析に関する
リサーチ情報等の提供に関する業務委託

17,050,000 ガートナージャパン（株） 6010401096936 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
人事系統合システムの更改にかかるパッ
ケージソフト部分の構築支援に関する業務
委託

1,116,500
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
発券システムの更改に伴う回送ルート追加
に関する業務委託

8,931,131 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
るメインセンター基幹設備更新対応に伴う
ネットワーク構築等（開発環境構築・テス
ト等）に関する業務委託

3,880,057 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改
（環境構築・テスト等）に関する業務委託

45,924,615 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る国庫支払系システムの更新に伴う作業に
関する業務委託

4,109,044 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る情報セキュリティ統合監視システムへの
ログ連携対応に関する業務委託

1,144,935 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムの更改（内部設
計）に関する業務委託

179,408,350 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日

日銀ネット端末システムにおける負荷分散
装置の基本ソフトウェアのバージョンアッ
プ対応（結合テスト、移行）に関する業務
委託

22,982,602 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにおける予防保守
（総合試験等）に関する業務委託

3,967,936 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット（チャネル・周辺機能）一元管
理システムの更改（内部設計）に関する業
務委託

59,785,737 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

日銀ネット端末システムの認証サーバ接続
ネットワークにおけるファイアウォール用
ソフトウェアのバージョンアップ対応に関
する業務委託

2,985,774 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネットクロスボーダーリンク管理シス
テムにおけるスイフト通信システムの更改
対応に関する業務委託

3,274,700 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおけるサーバ更
改等（結合試験）に関する業務委託

51,858,180 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおける環境設定
作業等に関する業務委託

1,977,420 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおけるパソコン
集中管理システム（端末操作ログ取得部
分）の更改に関する業務委託

2,055,993 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおける情報セ
キュリティにかかる統合的監視に関するシ
ステムの構築に関する業務委託

7,543,008 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおける人事系統
合システムの更改に関する業務委託

1,283,359 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにおけるクライア
ント端末の基本ソフトウェア更改（ＩＴ活
用）に関する業務委託

6,141,789 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系基盤共通システムにおける分散系統
合ストレージインフラのＷｉｎｄｏｗｓＤ
Ｃサーバ（大阪）更改対応（照会対応等）
に関する業務委託

1,636,937 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
政府共通ネットワーク接続システムにおけ
る端末更改作業（結合試験等）に関する業
務委託

6,862,042 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
政府共通ネットワーク接続システムにおけ
るサーバ冗長化ソフトウェアのサポート終
了に伴う対応に関する業務委託

5,198,913 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにおける共用対外
接続ネットワーク基盤の更改に伴う疎通確
認試験等に関する業務委託

14,653,864 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにおけるＬＡＮ／
ＷＡＮシステムの更改に関する業務委託

3,745,313 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにおけるＣＡサー
バ前ファイアウォールのソフトウェアサ
ポート終了に伴う対応に関する業務委託

2,763,150 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
人事系統合システムにおけるプロキシ装置
の更改（総合試験等）に関する業務委託

5,051,200 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
の更改（内部設計等）に関する業務委託

166,849,765 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
における統合ホスト廃止に伴う連動中継機
能の追加（内部設計等）に関する業務委託

4,845,335 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
リモートアクセスシステムにおける仮想化
ソフトウェアのバージョンアップに伴う対
応（管理用サーバ分等）に関する業務委託

6,360,750 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
端末一元管理システムにおけるクライアン
ト端末の基本ソフトウェア更改対応（ＳＡ
Ｃ２１Ｈ２対応）に関する業務委託

1,262,800 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
発券システムの更改（総合運転試験、移行
作業）に関する業務委託

22,642,119 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
賃金台帳システムにおける分散系基盤共通
システムの一部機能廃止に伴う改修対応に
関する業務委託

2,631,200 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）の廃止作業に関する業務委託

16,194,200
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ装置（府中・上位ディスク）
の移行対応に関する業務委託

19,035,720
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想管理サーバの更改に関する業務委託

111,716,880
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想化ソフトウェアのバージョンアップ対応
（設計部分）に関する業務委託

21,170,160
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合管理サーバの改修（設計、試験および開
発移行準備分）に関する業務委託

29,141,640
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合バックアップサーバの更改（設計）に関
する業務委託

8,232,840
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ装置（大阪・中位ディスク）
の移行対応（本番環境構築から移行まで）
に関する業務委託

12,312,960
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるス
トレージ制御用サーバの更改に関する業務
委託

14,912,040
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるＷ
ｉｎｄｏｗｓＤＣサーバ（大阪）の更改
（構築・試験・移行）に関する業務委託

48,830,760
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系統合ストレージインフラにおける職
員用ファイルサーバの更新に伴うドメイン
コントローラの設定作業等に関する業務委
託

13,634,280
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中・大阪）にかかる基本
ソフトウェアに関する業務委託

9,801,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中）にかかる基本ソフト
ウェアに関する業務委託

18,425,880
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける日
本銀行対金融機関等情報ネットワークシス
テムの更改対応に関する業務委託

4,239,840
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける総
合文書システムのサーバの継続使用に関す
る業務委託

2,032,800
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける業
務システム用サーバ機器等の追加に伴う設
計、構築および試験作業に関する業務委託

19,239,000
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系統合ストレージインフラにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴う同シス
テム用ネットワーク環境延伸およびサーバ
等の移設対応（開発環境試験および本番環
境構築等）に関する業務委託

54,261,240
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラの基本ソフ
トウェア（府中・大阪環境）における品質
向上に関する業務委託

6,998,640
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける環
境設定作業等（基本ソフトウェア分）に関
する業務委託

13,009,920
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける分
散系基盤共通システムのサーバ更改に関す
る業務委託

2,265,120
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける予
防保守に関する業務委託

5,561,160
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるＬ
ｉｎｕｘ環境（府中・大阪）にかかる基本
ソフトウェアに関する業務委託

22,186,560
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける
ウィルス対策ソフトウェアバージョンアッ
プに関する業務委託

3,020,160
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系統合ストレージインフラにおけるク
ライアント端末の基本ソフトウェア更改
（ＳＡＣ２１Ｈ２対応分＜本番環境用＞）
に関する業務委託

2,134,440
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける環
境設定作業等（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖ
ｅｒ分）に関する業務委託

12,792,120
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
国庫国債事務取扱手数料等システムにおけ
る更改に関する業務委託

1,287,000 日本電子計算（株） 2010601038584 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
スイフト通信システムにおけるＣＳＰ対応
に関する業務委託

4,389,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

スイフト通信システムにおけるメインセン
ターの基幹設備更新に伴うサーバ等の移設
対応（移設計画策定および開発機移設対
応）に関する業務委託

22,253,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

スイフト通信システムにおけるスイフトの
電文フォーマットのＩＳＯ２００２２化対
応（移行期間中の対応＜結合試験から総合
運転試験および移行まで＞）に関する業務
委託

36,729,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
スイフト通信システムにおける共用対外接
続ネットワーク基盤の更改に伴う対応に関
する業務委託

4,758,600 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

スイフト通信システムにおけるパッケージ
ソフトウェアのサポート切れに伴う更改
（結合試験から総合運転試験および移行ま
で）に関する業務委託

137,412,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
スイフト通信システムにおけるＬＡＮ／Ｗ
ＡＮ端末等のウィルス対策ソフトウェアの
バージョンアップ対応に関する業務委託

2,002,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
スイフト通信システムにおけるログモニタ
リング対応に関する業務委託

3,080,000 ＳＣＳＫ（株） 8010001074167 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
外為会計計理システムにおける証券データ
の取込機能等の追加に関する業務委託

13,720,300 富士通（株） 1020001071491 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
金融機関マスター管理システムの端末更改
および維持管理に関する業務委託

34,631,586 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 チ

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における予防保守に関する業務委託

6,725,697 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における負荷分散装置の基本ソフトウェア
のバージョンアップ対応に関する業務委託

13,224,046 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
の更改（要件定義および外部設計）に関す
る業務委託

64,769,188 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ファイルサーバシステムにおけるパソコン
集中管理システム（端末操作ログ取得部
分）の更改に関する業務委託

1,657,524 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

ファイルサーバシステムにおけるＬＡＮ／
ＷＡＮ端末等におけるウィルス対策ソフト
ウェアのバージョンアップ対応に関する業
務委託

1,700,391 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
のネットワーク部分の更改（設計分）に関
する業務委託

38,577,319 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における負荷分散装置の基本ソフトウェア
サポート終了に伴う対応（ネットワーク
分）に関する業務委託

2,343,902 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
のネットワーク部分におけるファイア
ウォール用ソフトウェアのバージョンアッ
プ対応に関する業務委託

23,970,925 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

日銀ネット対外コンピュータ接続システム
のネットワーク部分における利用先のシス
テム更改等に伴う設定変更および接続試験
等に関する業務委託

3,528,910 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフトの電文フォ－マットのＩＳＯ２００
２２化対応（移行期間中の対応＜単体試験
および結合試験等＞）に関する業務委託

29,148,900 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
外貨資産関係事務処理システムにおけるメ
インセンターの基幹設備更新に伴うプロキ
シ装置等の移設対応に関する業務委託

4,902,315 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システムにおける国庫
国債事務取扱手数料等システムの更改に伴
う対応に関する業務委託

4,703,572 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システムにおけるセ
キュリティパッチ適用に関する業務委託

2,490,906 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

日銀ネット（コア機能部分）における国庫
金支払系システムの更新に伴う改修（業務
アプリケーション部分の結合試験）に関す
る業務委託

1,987,425 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
日銀ネット（コア機能部分）における電子
交換所の稼動開始に伴う改修（業務アプリ
ケーション分）に関する業務委託

2,437,908 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合ホストにおける全銀中継コンピュータ
および周辺装置の更改対応に関する業務委
託

7,552,215 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
国庫金電子収納システムにおける共用対外
接続ネットワーク基盤の更改に伴う設定変
更に関する業務委託

2,517,405 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

日銀ネット（コア機能部分）におけるアプ
リケーションフレームワークソフトウェア
の受入に伴う改修（移行・回帰試験等）に
関する業務委託

20,735,467 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日

日銀ネット（コア機能部分のうちアプリ
ケーションフレームワークソフトウェア）
の更改（非互換調査・対応等）に関する業
務委託

20,346,370 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（センタ部
分）の更改（プログラム設計および製造な
らびに単体試験）に関する業務委託

241,525,135 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
国庫金電子収納システムにおける統合国庫
記帳システムのサーバ更改に伴うプログラ
ム改修に関する業務委託

7,194,478 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
歳出金集中払等システム等における国庫金
支払系システムの更新に伴う改修（プログ
ラム設計等）に関する業務委託

68,234,925 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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令和4年3月31日

外貨資産関係事務処理システムにおけるス
イフト通信システムのパッケージソフト
ウェアのサポート終了に伴う対応に関する
業務委託

3,776,107 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

海外預り金等計理システムにおけるスイフ
トの電文フォーマットのＩＳＯ２００２２
化対応（移行期間中の対応）に関する業務
委託

56,176,362 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
品質確保および技術支援サービス（うち技
術支援サービス）に関する業務委託

120,615,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
ハードウェア構成の設計等に関する業務委
託

71,770,600 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合国庫記帳システムの更改（プログラム
設計および製造ならびに単体試験から移行
まで）に関する業務委託

181,203,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

統合国庫記帳システムにおける国庫金支払
系システムの更新に伴うプログラム改修等
（プログラム設計および製造ならびに単体
試験から結合試験まで）に関する業務委託

16,792,600 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

分散系統合ストレージインフラにおける仮
想環境のライセンス使用状況測定機能の仮
想管理サーバの更改に伴うユーザＩＤ関連
作業等に関する業務委託

2,310,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにかかる開
発作業および調達事務の業務支援に関する
業務委託

56,496,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札
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契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
るメインセンター基幹設備更新対応に伴う
回線移設に関する業務委託

2,640,000 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日本銀行メインセンターにおける施設管理
業務の支援等に関する業務委託

月額 550,000 ＮＥＣフィールディング（株） 3010401022977 システム情報局 一般競争入札 6,600,000円

令和4年3月31日

基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新対応に伴うネット
ワーク構築等（テスト、移行等）に関する
業務委託

34,395,240 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
基幹ネットワークシステムにおけるコア
ルータの集約（移行等）に関する業務委託

9,127,800 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
基幹ネットワークシステムにおける回線増
速対応等および帯域設定作業（設計・構
築・移行）に関する業務委託

11,144,100 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
基幹ネットワークシステムにおける構成管
理サーバおよび性能管理サーバの更改（シ
ステム構成検討）に関する業務委託

2,786,388 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）の更改
（本番環境の移行等）に関する業務委託

168,775,002 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
るメインセンター基幹設備更新対応に伴う
ネットワーク構築等（移行等）に関する業
務委託

48,643,452 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る日銀ネット対外コンピュータ接続システ
ムの更改に伴う改修（開発環境設計等）に
関する業務委託

9,676,920 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）におけ
る日銀ネット（コア機能部分）のハード
ウェアおよびソフトウェアの更改に伴う対
応（概要設計）に関する業務委託

1,799,820 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
印鑑照合・手形電子交換サポートシステム
における電子交換所の総合運転試験支援に
関する業務委託

2,359,500 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット（コア機能部分）の更改に伴う
ホストコンピュータ用自動制御装置の更改
に関する業務委託

69,564,000 キンドリルジャパン（株） 2010002052193 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合ホストにおける対外接続ネットワーク
インフラの更改に関する業務委託

37,259,750 キンドリルジャパン（株） 2010002052193 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合ホストにおける全国銀行データシステ
ムとの中継コンピュータの更改に伴う中継
コンピュータの試験対応に関する業務委託

1,496,000 キンドリルジャパン（株） 2010002052193 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤にかかる
維持管理に関する業務委託

94,711,567 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムの認証サーバ接続
ネットワークにかかる維持管理に関する業
務委託

20,848,036 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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令和4年3月31日
政府共通ネットワーク接続システムにかか
る維持管理に関する業務委託

15,452,690 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
総合文書システムにおける維持管理に関す
る業務委託

30,745,000 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにかかる維持管理
に関する業務委託

102,184,186 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（専用区画）にか
かる維持管理に関する業務委託

18,191,745 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット照会・帳票データ管理システム
にかかる維持管理に関する業務委託

30,826,807 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系基盤共通システムにかかる維持管理
に関する業務委託

36,798,355 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
発券システムにかかる維持管理に関する業
務委託

18,333,700 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日本銀行ホームページシステムにかかる維
持管理に関する業務委託

79,528,878 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 随意契約 イ－（イ）
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令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システム（ＨＰ－
ＵＸ）にかかる維持管理に関する業務委託

32,949,400
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにかかる維
持管理に関する業務委託

87,729,840
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
金融経済統計情報インフラシステムにかか
る維持管理に関する業務委託

29,759,400 日経メディアマーケティング（株） 7010001025724 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
金融機関マスター管理システムの維持管理
に関する業務委託

2,438,975 富士通（株） 1020001071491 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
政府共通ネットワーク接続システム（ネッ
トワーク部分）にかかる維持管理に関する
業務委託

5,881,722 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＸＢＲＬ形式財務データの作成および変換
システムにおける維持管理に関する業務委
託

2,787,400 富士通（株） 1020001071491 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
ファイルサーバシステムにかかる維持管理
に関する業務委託

27,725,478 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
にかかる維持管理に関する業務委託

72,337,353 富士通（株） 1020001071491 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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令和4年3月31日
統合ホスト（運用自動化等基盤共通部分）
における維持管理に関する業務委託

79,682,493 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システム（ＯＣＲ部分
およびＫ－ＮＴＣ部分等）にかかる維持管
理に関する業務委託

136,509,103 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
日銀ネット（コア機能部分）にかかる維持
管理に関する業務委託

596,318,439 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
振決国債内訳口座管理システムにおける維
持管理に関する業務委託

2,292,163 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合ホスト（歳出金集中払等システム等）
の維持管理に関する業務委託

24,909,060 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
海外預り金等計理システムにかかる維持管
理に関する業務委託

8,735,540 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 物価システムの維持管理に関する業務委託 16,060,000 日本ユニシス（株） 2010601029542 システム情報局 随意契約 チ

令和4年3月31日
統合ホストにおける対外接続ネットワーク
インフラ等にかかる維持管理に関する業務
委託

12,248,500 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）
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令和4年3月31日
統合国庫記帳システムにかかる維持管理に
関する業務委託

29,920,000 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
統合ホスト（基本ソフト等基盤部分）にか
かる維持管理に関する業務委託

88,301,400 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系、海外事
務所分）にかかる維持管理に関する業務委
託

4,522,588 ＫＤＤＩ（株） 9011101031552 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
システム運用業務の作業支援（バックアッ
プセンター）に関する業務委託

月額 2,412,080 （株）ＮＴＴデータＳＭＳ 2010601032678 システム情報局 一般競争入札 28,944,960円

令和4年3月31日
情報系システムの維持管理関連事務にかか
る業務支援（１社目）に関する業務委託

65,747,220 トランス・コスモス（株） 3011001041302 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
情報系システムの維持管理関連事務にかか
る業務支援（２社目）に関する業務委託

45,998,260 トランス・コスモス（株） 3011001041302 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラ（ＩＬＭ
Ｔ）における維持管理に関する業務委託

2,574,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＢＩＳ国際銀行統計システムおよび資金需
給関連計数報告システムにおける維持管理
に関する業務委託

65,274,000 （株）ラック 7010001134137 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式
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令和4年3月31日

デジタルフィードシステムにおけるマー
ケットデータ管理（Ｅｉｋｏｎ関連）の運
用変更に伴うデータ変更の精査等に関する
業務委託

7,405,200 リフィニティブ・ジャパン（株） 2010401031962 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
諸勘定集計計算システムにおける維持管理
に関する業務委託

28,160,000 （株）ＴＳＰ 1011001014417 システム情報局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日
基幹ネットワークにかかる維持管理に関す
る業務委託

17,491,584 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（行内系）にかか
る維持管理に関する業務委託

101,777,280 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日

全国企業短期経済観測調査システム（オン
ライン調査部分）および物価システム（オ
ンライン調査部分）における維持管理に関
する業務委託

28,369,000 独立行政法人　統計センター 7011105002089 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
金融経済統計情報インフラシステム（対外
提供）にかかる維持管理に関する業務委託

32,582,088 ソフトバンク（株） 9010401052465 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
日銀ネットおよび統合ホストにおけるホス
トコンピュータ用自動制御装置の維持管理
に関する業務委託

5,797,000 キンドリルジャパン（株） 2010002052193 システム情報局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日
システム運用業務の作業支援（メインセン
ター）に関する業務委託

月額 7,931,000 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 一般競争入札 95,172,000円
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令和4年3月31日
システム運用業務の作業支援（メインセン
ター）に関する業務委託

月額 8,316,000 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 一般競争入札 99,792,000円

令和4年3月31日
パソコン等導入事務およびパソコン等ヘル
プデスク事務、システム設備関連事務等に
かかる支援に関する業務委託

139,920,000 （株）日立システムズ 6010701025710 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
ＥＭＥＡＰインターネットシステム（ホー
ムページ）の維持管理に関する業務委託

5,199,700
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
システム運用業務の作業支援（本店）に関
する業務委託

月額 4,323,000 トランス・コスモス（株） 3011001041302 システム情報局 一般競争入札 51,876,000円

令和4年3月31日 新入行員ＳＥ研修の実施に関する業務委託 15,510,000 （株）アイ・ラーニング 1010001081896 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバ等の保守

6,063,424 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける統
合ストレージ基盤の構築に伴う開発環境用
ハードウェアの保守

23,123,254 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける仮
想サーバの構築に伴うハードウェア（開発
環境用）の保守

2,715,836 菱洋エレクトロ（株） 8010001060398 システム情報局 一般競争入札
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（税込み；円）
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令和4年3月31日
スイフト通信システムの更新に伴うハード
ウェアの保守

月額 3,004,819 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 36,057,828円

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（ネット
ワーク機器・本番大阪環境・リース分）

月額 1,835,150 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 11,010,900円

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等の保守（サーバ
機器・本番大阪環境用）

月額 1,915,432 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札 11,492,592円

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
における利用先擬制サーバの保守

月額 191,763 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,301,156円

令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
ハードウェアの保守

1,737,846
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
ハードウェアの保守

1,205,985
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
ハードウェアの保守

6,314,627
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける開
発環境用サーバ等の１０年目保守

月額 711,262
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 8,535,144円
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令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応の７年目保守

月額 460,344
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,524,128円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応の７年目保守

月額 285,057
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,420,684円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応の７年目保守

月額 660,237
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 7,922,844円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおけるイ
ンフラの構築の６年目保守

月額 236,918
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 2,843,016円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の５年目保守（統合国庫記帳シス
テム分＜本番環境用＞）

月額 1,144,035
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 13,728,420円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける
サーバ等の５年目保守（大阪監視サーバ
等）

月額 369,505
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 4,434,060円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応の５年目保守（短観
システム分）

月額 295,499
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 3,545,988円

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける業
務システム用サーバ機器等の保守

月額 389,363
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ 1,557,452円
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令和4年3月31日
ＵＮＩＸサーバ一元管理システムにおける
使用製品にかかるハードウェアの保守（金
融ＤＢシステムの一部機器）

月額 474,423
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 5,218,653円

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の保守

1,491,424 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムの更改にかかる
ネットワーク機器（本番環境用＜支店等分
＞）の保守

1,545,016 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 6010001135680 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
歳入金等ＯＣＲ処理システムにおけるサー
バ等の保守（ＨＤＤ保守交換にかかるＨＤ
Ｄ初期化等）

2,561,570 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
日本銀行対金融機関等情報ネットワークシ
ステム等におけるサーバ等の保守（ＨＤＤ
保守交換にかかるＨＤＤ初期化等）

1,673,100 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日
基幹ネットワークシステムにおけるメイン
センター基幹設備更新に伴うネットワーク
関連機器の保守

1,547,128 三信電気（株） 1010401012096 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
ＬＡＮ／ＷＡＮシステムにおけるサーバ等
の保守（ＨＤＤ保守交換にかかるＨＤＤ初
期化等）

7,095,440 日本電気（株） 7010401022916 システム情報局 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等のソフトウェア
の保守（ネットワーク機器・本番大阪環境
用）

2,453,591 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札
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令和4年3月31日

ＬＡＮ／ＷＡＮシステム（対外系）におけ
る共用対外接続ネットワーク基盤の更改に
かかるネットワーク機器等のソフトウェア
の保守（サーバ機器・本番大阪環境用）

8,165,676 （株）日立製作所 7010001008844 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日
分散系統合ストレージインフラにおける機
器調達等にかかる対応に関するソフトウェ
アの保守

月額 123,745
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,484,940円

令和4年3月31日
外為会計計理システムのサーバ更改に伴う
ソフトウェアの保守

1,912,680
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和4年3月31日
日銀ネット端末システムにおける負荷試験
用ソフトウェアの保守

6,647,256
日本ヒューレット・パッカード
（同）

7010601041006 システム情報局 随意契約 チ

令和4年3月31日
統合ホストシステムにおける仮想テープ装
置制御プログラムにかかるソフトウェアの
保守

月額 96,613 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 1,159,356円

令和4年3月31日
日銀ネット対外コンピュータ接続システム
におけるメッセージ転送ソフトウェアの保
守

月額 2,641,100 日本アイ・ビー・エム（株） 1010001128061 システム情報局 随意契約 イ－（イ） 31,693,200円

令和4年3月31日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（開発環境用）の
保守

7,209,180 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日

歳入金等ＯＣＲ処理システム（センタ部
分）の更改に伴う帳票作成・出力用ソフト
ウェア（開発環境用）の調達（保守を含
む）

23,164,680 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 一般競争入札
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令和4年3月31日
国庫金支払系システムの更新および維持管
理におけるソフトウェアの調達

4,944,929 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 9010601021385 システム情報局 随意契約 チ

令和4年3月31日
金融データベースシステムにおけるデータ
ベース管理ソフトウェア（開発環境用）の
調達（保守を含む）

6,553,910 （株）ラック 7010001134137 システム情報局 一般競争入札

令和4年3月31日 定期刊行物購入・発送業務 3,598,068
（株）ペガサスグローバルエクスプ
レス

2010601040739 情報サービス局 一般競争入札

令和4年3月31日 図書館業務についての業務委託 月額 1,683,000 （株）紀伊國屋書店 4011101005131 情報サービス局
一般競争入札・
総合評価方式

20,196,000円

令和4年3月31日 法律顧問契約 半期 2,200,000
太田･石井法律事務所 弁護士 太田恒
久

総務人事局 随意契約 イ－（ハ） 4,400,000円

令和4年3月31日 記念品購入 11,335,500 ユーシーカード（株） 4010001095712 総務人事局 一般競争入札

令和4年3月31日 人事系統合システムにかかる支援サービス 月額 2,563,000
（株）Ｗｏｒｋｓ　Ｈｕｍａｎ　Ｉ
ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

1010401146357 総務人事局 随意契約 イ－（イ） 30,756,000円

令和4年3月31日 口座振込 7,431,482 （株）三井住友銀行 5010001008813 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 法律顧問契約 半期 660,000 岩田合同法律事務所 文書局 随意契約 イ－（ハ） 1,320,000円

令和4年3月31日 税務顧問契約
パートナーの諮問単価

59,400／時間ほか
デロイトトーマツ税理士法人 6010005005979 文書局 随意契約 イ－（ハ） 2,255,462円

令和4年3月31日 衛星通信電話サービス利用 月額 3,690,060 スカパーＪＳＡＴ（株） 7010401072259 文書局 随意契約 イ－（イ） 44,280,720円

令和4年3月31日 本店で使用する電気
その他季

13.33／キロワット時ほか
東京電力エナジーパートナー（株） 8010001166930 文書局 一般競争入札 234,514,764円

令和4年3月31日 本店で使用する電気
その他季

11.29／キロワット時ほか
東京電力エナジーパートナー（株） 8010001166930 文書局 一般競争入札 126,598,582円

令和4年3月31日 本店で使用する電気
その他季

13.81／キロワット時ほか
東京電力エナジーパートナー（株） 8010001166930 文書局 一般競争入札 443,683,135円

令和4年3月31日 札幌支店等で使用する電気
その他季

18.45／キロワット時ほか
（株）エネット 9010401041641 文書局 一般競争入札 47,568,280円

令和4年3月31日 青森支店等で使用する電気
その他季

15.62／キロワット時ほか
東北電力（株） 4370001011311 文書局 一般競争入札 36,247,206円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 金沢支店で使用する電気
その他季

12.08／キロワット時ほか
北陸電力（株） 7230001003022 文書局 随意契約 チ 8,862,878円

令和4年3月31日 横浜支店等で使用する電気
その他季

12.49／キロワット時ほか
東京電力エナジーパートナー（株） 8010001166930 文書局 一般競争入札 44,084,986円

令和4年3月31日 名古屋支店等で使用する電気
その他季

15.64／キロワット時ほか
中部電力ミライズ（株） 2180001135973 文書局 一般競争入札 56,628,019円

令和4年3月31日 大阪支店等で使用する電気
その他季

10.9／キロワット時ほか
中部電力ミライズ（株） 2180001135973 文書局 一般競争入札 182,530,166円

令和4年3月31日 広島支店等で使用する電気
その他季

13.11／キロワット時ほか
中国電力（株） 4240001006753 文書局 一般競争入札 50,756,094円

令和4年3月31日 高松支店等で使用する電気
その他季

14.15／キロワット時ほか
四国電力（株） 9470001001933 文書局 一般競争入札 18,959,991円

令和4年3月31日 福岡支店等で使用する電気
その他季

12.06／キロワット時ほか
九州電力（株） 4290001007004 文書局 一般競争入札 33,597,273円

令和4年3月31日 那覇支店で使用する電気
その他季

15.66／キロワット時ほか
沖縄電力（株） 3360001008565 文書局 一般競争入札 11,342,694円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 本店十束封系自動化設備定期保守 185,328,000
三菱重工マシナリーテクノロジー
（株）

5240001001530 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 本店十束封系自動化設備常駐保守 82,935,600
三菱重工マシナリーテクノロジー
（株）

5240001001530 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 本店パレット系自動化設備常駐保守 月額 3,660,800
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 文書局 随意契約 イ－（ロ） 43,929,600円

令和4年3月31日 本店パレット系自動化設備定期保守 11,979,000
（株）日立インダストリアルプロダ
クツ

6010001196062 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 本店ＩＴＶ設備保守 2,846,800 アズビル（株） 9010001096367 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 本店入退室管理システム保守 2,985,400 三菱電機ビルテクノサービス（株） 5010001030412 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 本店昇降機設備保守 6,679,200 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 本店自家発電設備保守 1,463,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 本店放送設備保守 2,662,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 本店行舎施設等管理業務 260,037,360 （株）東急コミュニティー 4010901008681 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 本店施設等維持管理業務 42,350,000 南海ビルサービス（株） 5120001086344 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 大阪支店ターボ冷凍機設備保守 1,412,400 三菱重工冷熱（株） 1010701015344 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 高松支店昇降機設備保守 1,438,800 （株）日立ビルシステム 2010001027031 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 名古屋支店昇降機設備保守 5,239,080 三菱電機ビルテクノサービス（株） 5010001030412 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 支店銀行券裁断片処理設備保守 34,470,700 ナカバヤシ（株） 4120001086023 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 支店カーリフタ設備保守 3,546,400 （株）荏原製作所 1010801001748 文書局 随意契約 イ－（ロ）
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 支店気送管設備保守 2,335,344 第一工業（株） 4010001034620 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 支店気送管設備保守 3,400,716 （株）日本シューター 5130001024831 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 支店昇降機設備保守 1,103,850 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 支店昇降機設備保守 1,669,360 （株）日立ビルシステム 2010001027031 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 仙台支店昇降機設備保守 1,581,360 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 松江支店昇降機設備保守 1,557,600 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 大阪支店昇降機設備保守 9,182,800 東芝エレベータ（株） 5010701006785 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 函館支店自家発電設備保守 1,675,300 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 支店昇降機設備保守 7,780,630 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 支店カーリフタ設備保守 5,845,147 日本機器鋼業（株） 2010001061947 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 大阪支店気送管設備保守 2,442,000 （株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング 9020001078892 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 福島支店昇降機設備保守 1,309,440 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 松山支店昇降機設備保守 1,351,680 日本オーチス・エレベータ（株） 9010001075825 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 大阪支店自動火災報知設備保守 19,771,400 住友電設（株） 7120001044515 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 大阪支店防犯監視盤設備保守 11,352,000 住友電設（株） 7120001044515 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 支店ＩＴＶ設備保守 18,770,477 （株）日立システムズ 6010701025710 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 大分支店自家発電設備保守 2,128,500 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 岡山支店昇降機設備保守 1,626,064 清水建設（株） 1010401013565 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 岡山支店自家発電設備保守 2,128,500 三機工業（株） 2010001008683 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 支店ＩＴＶ設備保守 1,274,240 （株）日立システムズ 6010701025710 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 支店ＩＴＶ設備保守 35,112,792 セコム（株） 6011001035920 文書局 随意契約 チ

令和4年3月31日 静岡支店自家発電設備保守 1,870,000 東光電気工事（株） 1010001024087 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 福岡支店昇降機設備保守 2,393,820 三菱電機ビルテクノサービス（株） 5010001030412 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

令和4年3月31日 名古屋支店自動火災報知設備保守 2,294,600 ダイダン（株） 6120001045084 文書局 一般競争入札
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 大阪支店自動制御設備保守 20,438,000 アズビル（株） 9010001096367 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 大阪支店ＩＴＶ設備保守 19,140,000 住友電設（株） 7120001044515 文書局 随意契約 イ－（ロ）

令和4年3月31日 冊子の出版権付印刷・配送
印刷費　組版　表紙

3,850／頁ほか
（株）国際文献社 5011101007275 文書局 一般競争入札 4,506,214円

令和4年3月31日 冊子の出版権付印刷・配送
表紙　編集・修正

Ｂ５表裏
880／式ほか

サンパートナーズ（株） 5010401065231 文書局 一般競争入札 14,651,476円

令和4年3月31日 事務用品等の購入
事務用品

495／個ほか
（株）秀栄堂 1010001046189 文書局 一般競争入札 2,836,691円

令和4年3月31日 用紙の購入
コピー用紙Ａ３
（1,500枚入り）
1,661／箱ほか

（株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札 21,737,760円

令和4年3月31日 用紙の購入
コピー用紙Ａ３
（1,500枚入り）
1,661／箱ほか

（株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札 11,358,974円

令和4年3月31日 梱包ポリエチレンフィルムの購入
梱包ポリエチレンフィル

ム（2本入り）
13,200／箱

ナカバヤシ（株） 4120001086023 文書局 一般競争入札 5,227,200円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 ＯＡ関連消耗品の購入
プリンター用紙12×8.5イ

ンチ（3,000折入り）
5,390／箱ほか

富士ビジネス（株） 1010001055487 文書局 一般競争入札 28,401,010円

令和4年3月31日 事務用品等の購入
デスクパネル

23,540／枚ほか
（株）文祥堂 6010001055730 文書局 一般競争入札 4,835,270円

令和4年3月31日 電気器具の購入
洗濯機

40,370／台ほか
（株）三平商会 1010001044259 文書局 一般競争入札 4,416,170円

令和4年3月31日 消防用品の購入
消火器

5,830／本ほか
（株）新和防災 5011801002294 文書局 一般競争入札 8,798,350円

令和4年3月31日 保健衛生用品の購入
消毒薬（3Ｌ入り）

6,765／本ほか
サクラメディカル　代表者　山本昇 文書局 一般競争入札 2,677,851円

令和4年3月31日 保健衛生用品の購入
ミラートップ（20枚入

り）
2,299／箱ほか

（株）田中歯科器械店 9010001022471 文書局 一般競争入札 1,465,926円

令和4年3月31日 保健衛生用品の購入
アセサイド消毒液（6本入

り）
78,335／箱ほか

オリンパスマーケティング（株） 2011101037845 文書局 一般競争入札 2,354,866円

令和4年3月31日 システム関係消耗品の購入
プリンター用紙4.5インチ

（2,000枚入り）
19,415／箱ほか

トッパン・フォームズ（株） 4010401050341 文書局 一般競争入札 3,095,400円
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契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 システム関係消耗品の購入
データカートリッジ

4,851／巻ほか
トッパン・フォームズ（株） 4010401050341 文書局 一般競争入札 21,006,276円

令和4年3月31日 洗濯
つなぎ作業衣
605／着ほか

（株）白鳩ドライクリニング 3013301006026 文書局 一般競争入札 4,883,433円

令和4年3月31日 検査試薬の購入
ネフロスティックスＬ

（100枚入り）
7,920／箱ほか

（株）日栄東海 6011201003719 文書局 一般競争入札 8,438,694円

令和4年3月31日 プリンター用消耗品の購入
トナーカートリッジ（2個

入り）
11,990／箱ほか

日興通信（株） 9010901015459 文書局 一般競争入札 107,485,345円

令和4年3月31日 防災防具の購入
安全靴

6,820／足ほか
ミドリ安全（株） 1011001022683 文書局 一般競争入札 1,568,050円

令和4年3月31日 空調設備用薬剤の購入
蓄熱冷温水用分散剤（12

ｋｇ入り）
23,931／箱ほか

クリタ・ビルテック（株） 7011001006986 文書局 随意契約 イ－（イ） 9,571,005円

令和4年3月31日 食器洗浄機用洗剤の購入
ティーポールグリーン

（20ｋｇ入り）
3,740／ケースほか

（株）ティーポールサービス 4021001033537 文書局 一般競争入札 1,570,096円

令和4年3月31日 デジタル複合機等の賃借
機器設置料金

88,000／セットほか
キヤノンマーケティングジャパン
（株）

5010401008297 文書局 一般競争入札 32,225,600円
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契約締結日 契約名
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（税込み；円）
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令和4年3月31日 ハンドリフトトラック等の保守 月額 8,250／台ほか 日輸工業（株） 3013301009648 文書局 随意契約 イ－（ロ） 9,372,000円

令和4年3月31日 インターネット消耗品発注システムの利用 月額 143,000 （株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札 1,716,000円

令和4年3月31日 インターネットを使用した消耗品の購入 34,528,756 （株）大塚商会 1010001012983 文書局 一般競争入札

令和4年3月31日 本店給食業務 月額 7,560,213ほか コンパスグループ・ジャパン（株） 1013301006291 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

91,217,010円

令和4年3月31日 本店施設運営管理業務 月額 11,165,000ほか （株）阪急阪神ホテルズ 6120001110689 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

159,530,800円

令和4年3月31日 本店施設運営管理業務 月額 1,741,982 テルウェル東日本（株） 9011001036346 文書局 一般競争入札 20,903,784円

令和4年3月31日 本店給食業務
定食

152／食
コンパスグループ・ジャパン（株） 1013301006291 文書局

一般競争入札・
総合評価方式

20,073,120円

令和4年3月31日 北海道・東北ブロック支店給食業務等 月額 3,649,800 （株）魚国総本社 1120001074930 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

43,797,600円
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令和4年3月31日
関東・甲信越・中部・近畿ブロック支店給
食業務等

月額 8,393,000 （株）魚国総本社 1120001074930 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

100,716,000円

令和4年3月31日
中国・四国・九州・沖縄ブロック支店給食
業務等

月額 7,762,700 ウオクニ（株） 8140001003055 文書局
一般競争入札・
総合評価方式

93,152,400円

令和4年3月31日 本店銀行券裁断片処理
銀行券裁断片
24.75／ｋｇ

大建工業（株） 7230001008590 文書局 一般競争入札 14,850,000円

令和4年3月31日 官庁向け定期運送
Ａコース

10,780ほか
（株）セルート 4011101011336 文書局 一般競争入札 4,971,780円

令和4年3月31日 貨物（業務関係書類）運送
地上運送10ｋｇまで

20ｋｍまで
440ほか

名鉄ゴールデン航空（株） 5010601040926 文書局 一般競争入札 12,368,037円

令和4年3月31日 本店警備業務 月額 22,902,880 セコム（株） 6011001035920 文書局 随意契約 ニ 274,834,560円

令和4年3月31日 本店警備業務 月額 13,607,000 セコム（株） 6011001035920 文書局 随意契約 イ－（ロ） 163,284,000円

令和4年3月31日 本店警備業務 月額 11,971,053ほか セコム（株） 6011001035920 文書局 指名競争入札 145,534,516円
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令和4年3月31日 北海道ブロック支店警備業務 月額 2,653,200 綜合警備保障（株） 3010401016070 文書局 随意契約 チ 31,838,400円

令和4年3月31日 東北ブロック支店警備業務 月額 3,841,279 セコム（株） 6011001035920 文書局 随意契約 イ－（イ） 46,095,348円

令和4年3月31日 関東ブロック支店警備業務 月額 4,432,202 セコム（株） 6011001035920 文書局 指名競争入札 53,186,424円

令和4年3月31日 中部ブロック支店警備業務 月額 4,293,520 セコム（株） 6011001035920 文書局 指名競争入札 51,522,240円

令和4年3月31日 近畿ブロック支店警備業務 月額 5,558,300 綜合警備保障（株） 3010401016070 文書局 指名競争入札 66,699,600円

令和4年3月31日 中国・四国ブロック支店警備業務 月額 4,819,100 綜合警備保障（株） 3010401016070 文書局 指名競争入札 57,829,200円

令和4年3月31日 九州ブロック支店警備業務 月額 5,060,000 綜合警備保障（株） 3010401016070 文書局 随意契約 イ－（イ） 60,720,000円

令和4年3月31日 乗用自動車運行管理業務
基本運行管理料

21,890／台・日ほか
大新東（株） 8012401019180 文書局 一般競争入札 24,188,340円

214



契約締結日 契約名
契約金額

（税込み；円）
契約の相手先名 契約相手先の法人番号 契約締結部署名 契約方式 随意契約事由 備  考

令和4年3月31日 計量分析ソフトウェアＭＡＴＬＡＢの保守 1,429,560 マスワークス合同会社 3010403007563 金融研究所 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 看板掲出 1,122,000
（株）ジェイアール東海エージェン
シー

2010401053718 金融研究所 随意契約 イ－（イ）

令和4年3月31日 営業所清掃業務 1,725,900 東京美装北海道（株）釧路支店 7430001035359 釧路支店 一般競争入札

令和4年3月31日 金融資料館管理業務 10,044,320 北電興業（株） 7430001014965 札幌支店 一般競争入札

令和4年3月31日 営業所一般廃棄物処理業務
一般ごみ

6,380／㎥ほか
一般財団法人　札幌市環境事業公社 9430005010802 札幌支店 随意契約 イ－（イ） 2,256,085円

令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断(男性)

6,820／人ほか
国家公務員共済組合連合会　斗南病
院

札幌支店 一般競争入札 1,605,890円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 90,000 阿部一郎 函館支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 93,300 東北公済病院 医師　山岸俊夫 仙台支店 随意契約 イ－（ハ） 1,119,600円
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令和4年3月31日 銀行券裁断片処理業務 44.0／ｋｇ 協業組合　仙台清掃公社 8370005000835 仙台支店 一般競争入札 2,640,000円

令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断
6,600／人ほか

医療法人社団進興会  せんだい総合
健診クリニック

2010405006044 仙台支店 一般競争入札 1,158,850円

令和4年3月31日 営業所清掃業務
トイレ清掃等

月額 99,000ほか
（株）アミックス 6370001001491 仙台支店 一般競争入札 1,813,680円

令和4年3月31日 営業所等清掃・環境衛生管理業務 4,400／日ほか （株）レンディングヘルプサービス 1070001008803 前橋支店 一般競争入札 1,909,600円

令和4年3月31日 銀行券裁断片処理業務 45.1／ｋｇ （有）湘南花卉園緑地 4021002002235 横浜支店 一般競争入札 2,931,500円

令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断（男性）

9,020／人ほか
公益財団法人　神奈川県結核予防会 4020005010237 横浜支店 一般競争入札 1,401,730円

令和4年3月31日 銀行券等裁断片処理業務 38.5／ｋｇ （株）新潟市環境事業公社 4110001003854 新潟支店 一般競争入札 2,040,500円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000
新潟大学大学院医歯学総合研究科
教授　菊地利明

新潟支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円
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令和4年3月31日 営業所および行舎清掃等業務
トイレ日常清掃

月額 104,500ほか
（有）芙蓉クリーンサービス 1220002005065 金沢支店 一般競争入札 1,738,000円

令和4年3月31日 一般廃棄物処理業務
銀行券裁断片

29.7／ｋｇほか
金沢市清掃（株） 1220001002088 金沢支店 一般競争入札 1,188,000円

令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断
5,885／人ほか

一般財団法人　石川県予防医学協会 7220005000215 金沢支店 一般競争入札 1,715,725円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000 尾崎由基男 甲府支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円

令和4年3月31日 営業所および行舎建物設備清掃等業務 2,142,800 山梨グローブシップ（株） 4090001002314 甲府支店 一般競争入札

令和4年3月31日 営業所および行舎建物設備清掃等業務 2,799,500 静岡ビル保善（株） 2080001002960 静岡支店 一般競争入札

令和4年3月31日 銀行券裁断片処理業務 27.5／ｋｇ （株）横田 1080001015419 静岡支店 一般競争入札 1,952,500円

令和4年3月31日 植栽管理等業務 1,188,000 （有）青山造園 7180002075603 名古屋支店 一般競争入札
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令和4年3月31日 営業所清掃等業務
営業所清掃
2.2／㎡ほか

（株）静掃舎 4080001010945 名古屋支店 一般競争入札 7,963,667円

令和4年3月31日 営業所建物設備清掃等業務 2,333,540 （株）タクミサービス 4130001061339 京都支店 一般競争入札

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000 宮﨑忠芳 京都支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円

令和4年3月31日 一般廃棄物処理業務
銀行券裁断片

11.583／ｋｇほか
（株）関西再資源ネットワーク 4120101022638 大阪支店 一般競争入札 3,861,528円

令和4年3月31日 産業廃棄物処理業務
廃プラスチック類

7,700／㎥ほか
（株）レックスＳＲ 9120901008591 大阪支店 一般競争入札 1,148,950円

令和4年3月31日 営業所建物設備清掃等業務
日常清掃

月額 166,925ほか
(株）オークスコーポレーション 1260001008585 神戸支店 一般競争入札 2,735,700円

令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断
8,239／人ほか

一般財団法人　京都工場保健会 7130005012855 神戸支店 一般競争入札 1,746,503円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000 医師　宮下雄博 岡山支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円
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令和4年3月31日 健康診断業務
定期健康診断
7,986／人ほか

一般財団法人　淳風会 1260005009043 岡山支店 一般競争入札 1,113,838円

令和4年3月31日 銀行券裁断片処理業務 23.1／ｋｇ （株）きやま商会 8240001023464 広島支店 一般競争入札 1,617,000円

令和4年3月31日
営業所・行舎清掃等業務および植栽管理業
務

3,685,000 テルウェル西日本（株） 9120001098385 広島支店 一般競争入札

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 90,000 大岩内科院長　大岩慈郎 広島支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円

令和4年3月31日 営業所および行舎清掃等業務
日常便所・洗面所清掃

月額 123,200ほか
（株）和光ビルサービス 1500001004626 松山支店 一般競争入札 2,750,000円

令和4年3月31日 産業廃棄物および一般廃棄物処理業務
銀行券裁断片

55.0／ｋｇほか
松山容器（株） 6500001003821 松山支店 一般競争入札 1,842,500円

令和4年3月31日 営業所および行舎清掃関連業務 2,574,000 ミヤオ産業（有） 9240002018578 高知支店 一般競争入札

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 90,000 医師　藤代一也 北九州支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円
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令和4年3月31日 営業所清掃等業務
日常・定期清掃
月額 89,650ほか

（株）内外美装 8290801002670 北九州支店 一般競争入札 1,263,900円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 90,000 医師　杉村忠彦 大分支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円

令和4年3月31日 営業所清掃等業務 1,266,870 大分ビル管理(株) 8320001000307 大分支店 一般競争入札

令和4年3月31日 営業所清掃等業務
日常清掃

月額 66,825ほか
（有）オークス 5300002005557 長崎支店 一般競争入札 1,197,900円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 100,000 医師　宮本康志 熊本支店 随意契約 イ－（ハ） 1,200,000円

令和4年3月31日 産業医委嘱契約 月額 90,000 医師　池田耕治 鹿児島支店 随意契約 イ－（ハ） 1,080,000円

令和4年3月31日 営業所および行舎建物設備清掃等業務
トイレ日常清掃
月額 55,550ほか

（株）南日本総合サービス 5340001004250 鹿児島支店 一般競争入札 1,343,100円

令和4年3月31日 一般廃棄物処理業務
可燃ごみ

21／ｋｇほか
（株）サニタリー 6340001001924 鹿児島支店 一般競争入札 1,680,800円
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令和4年3月31日 営業所および行舎清掃等業務 1,669,800 沖縄ビル管理（株） 5360001000495 那覇支店 一般競争入札
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