
契約に係る情報の公表（物品役務等）
 平成２１年４月の競争契約一覧表

契約担当職等の氏名並びにその所属する名称及び住所
契約担当職　独立行政法人工業所有権情報・研修館　理事長　清水　勇
東京都千代田区霞が関３－４－３

物品等又は役務の名称及
び数量

契約締結日 契約の相手方の氏名及び住所
一般競争入札又は指名競争入札

（総合評価の実施）
予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）

備　　考

平成２１年度特許流通講座
運営業務一式

2009年4月1日
ソフトブレーン（株）
東京都港区港南１－８－１５Ｗビル６階

一般競争 － 4,179,000 －

受付等業務に係る労働者
派遣契約　５名

2009年4月1日
（株）アイライン
栃木県宇都宮市東簗瀬１－２８－１４

一般競争 － 1,085.7 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額20,614,728円

非特許文献の書誌・イメー
ジデータ作成に係る労働者
派遣　３名

2009年4月1日
（株）キャリアマート
東京都新宿区西新宿７－３－４アソルティ
西新宿ビル２Ｆ

一般競争 － 1074.15 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額12,237,253円

ホームページ業務に係る労
働者派遣　１名

2009年4月1日
（株）パソナソーシング
東京都千代田区大手町２－１－１大手町野
村ビル

一般競争 － 2203.95 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額8,369,500円

経理補助業務に係る労働
者派遣　２名

2009年4月1日
（株）キャリアマート
東京都新宿区西新宿７－３－４アソルティ
西新宿ビル２Ｆ

一般競争 － 1074.15 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額8,158,169円

研修関係補助業務に係る
労働者派遣　３名

2009年4月1日
（株）キャリアマート
東京都新宿区西新宿７－３－４アソルティ
西新宿ビル２Ｆ

一般競争 － 1074.15 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額12,237,253円

人材育成業務補助に係る
労働者派遣(その１）　２名

2009年4月1日
（株）キャリアマート
東京都新宿区西新宿７－３－４アソルティ
西新宿ビル２Ｆ

一般競争 － 1074.15 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額8,158,169円

人材育成業務補助に係る
労働者派遣(その２）　１名

2009年4月1日
（株）キャリアマート
東京都新宿区西新宿７－３－４アソルティ
西新宿ビル２Ｆ

一般競争 － 1074.15 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額4,079,084円

パトリスフリーキーワード
データの購入　約３９０，００
０件

2009年4月1日
（株）パトリス
東京都江東区塩浜２－４－２９

一般競争 － 21 －
単価契約
調達予定総額8,190,000円

出願マスタ（旧願等）及び審
判マスタのデータ作成
　約６，１８０件

2009年4月1日
リコーテクノシステムズ（株）
東京都台東区浅草橋５－２０－８

一般競争 －

審判請求書
737.1

登録異議申立書
966

受付中間書類
78.75

類担当票   78.75
追記修正（漢字）

231
追記修正（英数）

84

－
単価契約
調達予定総額2,385,810円

独立行政法人工業所有権
情報・研修館民間向け研修
運営業務一式

2009年4月1日
（社）発明協会
東京都港区虎ノ門２ー９ー１４

一般競争（総合評価） － 39,900,000 － 複数年契約
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備　　考

研修テキストの複写物作成
白黒   約 ２８２，５６０枚
カラー    約５３，６５０枚

2009年4月1日
（株）サーバ
神奈川県川崎市川崎区貝塚１－７－１

一般競争 －
Ａ４白黒      1.89
Ａ４カラー  18.90

－
単価契約
調達予定総額1,548,023円

デジタル複写機（６０枚機）
の賃貸借　１台

2009年4月1日
富士ゼロックス（株）
 東京都港区六本木３－１－１

一般競争 － 2,520 －
月額単価契約、複数年契約
調達予定総額60,480円

デジタル複写機（６０枚機）
の保守　１台

2009年4月1日
富士ゼロックス（株）
 東京都港区六本木３－１－１

一般競争 － 1.008 －
単価契約、複数年契約
調達予定総額580,608円

平成２１年度内国雑誌の購
入（２３３タイトル）

2009年4月1日
（株）東京堂書店
東京都千代田区神田神保町１－１７

一般競争 － 定価の18％引き －
単価契約
調達予定総額4,664,722円

平成２１年度内国雑誌の購
入（７３タイトル）

2009年4月1日
（株）東京堂書店
東京都千代田区神田神保町１－１７

一般競争 － 定価の18％引き －
単価契約
調達予定総額2,298,863円

内国カタログ（約１２，０００
件）及び外国カタログ（約３，
０００件）の収集

2009年4月1日
（株）レイテック
東京都千代田区神田和泉町１－４－７

一般競争 －

内国カタログ
                892.5
外国カタログ
              1,365

－
単価契約
調達予定総額14,805,000円

核酸及びアミノ酸配列情報
データの利用一式

2009年4月1日
インフォコム（株）
東京都渋谷区神宮前２－３４－１７

一般競争 － 56,196,000 －

ＦＩ・Ｆタームインベントリデー
タ及びコンコーダンスファイ
ルの作成及び送付事業一
式

2009年4月1日
（財）日本特許情報機構
東京都江東区東陽４－１－７

一般競争 － 2,009,391 －

特許・実用新案公報書誌
データ及びＩＰＣインバー
テッドファイルの作成及び送
付事業一式

2009年4月1日
（財）日本特許情報機構
東京都江東区東陽４－１－７

一般競争 － 1,941,536 －

ＤＮＡ関連出願における配
列コードデータの加工業務
約４，９００件

2009年4月1日
（財）工業所有権協力センター
東京都墨田区江東橋４－２６－５

一般競争 － 827 －
単価契約
調達予定総額4,052,300円

ＣＤ・ＤＶＤ－ＲＯＭ公報閲
覧用機器一式の賃貸借

2009年4月9日
富士電機ＩＴソリューション（株）
東京都中央区八丁堀２－２０－８

一般競争 － 248,850 －
月額単価契約
調達予定総額5,474,700円

相談業務補助に係る労働
者派遣　１名

2009年4月16日
（株）人材バンク
東京都武蔵野市中町１－１７－４三鷹由維
ビル４階

一般競争 － 1,083.6 －
単価契約
調達予定総額1,923,119円

特実検索用ＰＣ一式の賃貸
借

2009年4月17日
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
東京都江東区豊洲３－３－３

一般競争（総合評価） － 12,238,800 －
月額単価契約
調達予定総額
                 220,298,400円

平成２１年度特許ビジネス市
運営業務及び地域版特許
ビジネス市開催支援業務一
式

2009年4月20日
（社）発明協会
東京都港区虎ノ門２ー９ー１４

一般競争（総合評価） － 28,339,500 －
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モバイル学習システム対応
のためのＩＰ・ｅラーニング学
習教材変換等作業

2009年4月27日

特定非営利活動法人フロンティア・アソシエ
イツ
大阪府大阪市淀川区西中島５－６－１３新
大阪御幸ビル７０７

一般競争 － 1,227,240 －


