
【物品】

1 防災用ヘルメット購入 本局 ２四半期前半 本局

2 作業靴 本局 ２四半期前半
本、研、東、
王、小、静、

彦、岡

3 作業帽 本局 ２四半期前半
本、研、東、
王、小、静、

彦、岡

4 作業服 本局 ２四半期前半
本、研、東、
王、小、静、

彦、岡

5 図面複写機更新 本局 ２四半期前半
本、東、王、

小、静、彦、岡

6 表彰状用紙 本局 ２四半期前半 東京工場

7 再生巻取用紙 本局 ２四半期前半 東京工場

8 空気清浄機（分煙機） 本局 ２四半期前半 東京工場

9 事務用椅子 本局 ２四半期前半 東京工場

10 再生紙 本局 ２四半期前半 東京工場

11 ポリオレフィン多層シュリンクフィルム 本局 ２四半期前半 東京工場

12 上質紙（しらおい）巻取紙 本局 ２四半期前半 東京工場

13 スタンドアローンパソコン 本局 ２四半期前半 東京工場

14 トップゴムシートＤ 本局 ２四半期前半 東、小、静、彦

15 空気圧縮機更新 本局 ２四半期前半 王子工場

16 特殊塗工用紙(1) 本局 ２四半期前半 王子工場

17 Ｓニッケルペレットアノード 本局 ２四半期前半 小田原工場

18 アバカパルプ 本局 ２四半期前半
小田原工場、

岡山工場

19 みつまた（Ａ）（１） 本局 ２四半期前半
小田原工場、

岡山工場

平成３０年６月
国 立 印 刷 局

国立印刷局における物品等の発注見通しについて

　国立印刷局は、以下のとおり物品等の発注を予定しておりますので、公表します。
　なお、ここに掲載する内容は、平成３０年６月現在の予定であるため、実際に発注する内容がこ
の掲載と異なる場合又はここに掲載されていない発注がされる場合があります。

№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所



№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所

20 みつまた（Ａ）（2） 本局 ２四半期前半
小田原工場、

岡山工場

21 みつまた（Ａ）（3） 本局 ２四半期前半
小田原工場、

岡山工場

22 突揃機 本局 ２四半期前半
静岡工場、
彦根工場

23 OVD箔(1) 小田原工場 ２四半期前半 研究所

24 ラボカレンダ新設 小田原工場 ２四半期前半 研究所

25 偽造防止技術解析装置更新 小田原工場 ２四半期前半 研究所

26 シーツウエス（綿） 静岡工場 ２四半期前半 静岡工場

27 ウエス 彦根工場 ２四半期前半 彦根工場

28
設備情報管理システム　システム機器更新（ハー
ドウェア）

本局 ２四半期後半 本局

29 ワイヤー錠 本局 ２四半期後半 東京工場

30
銀行券印刷用ブランケット（ＵＶ専用ソリッドタイ
プ）

本局 ２四半期後半 東、小、静、彦

31 食堂厨房機器更新 本局 ２四半期後半 王子工場

32 特殊塗工用紙(2) 本局 ２四半期後半 王子工場

33 特殊印刷用紙の2 本局 ２四半期後半 王子工場

34 超小型3本ロールミル新設 小田原工場 ２四半期後半 研究所

35 会議用イス外1件 小田原工場 ２四半期後半 小田原工場

36 防災ヘルメット 小田原工場 ２四半期後半 小田原工場

37
独立行政法人国立印刷局彦根工場で使用するガ
ス

彦根工場 ２四半期後半 彦根工場

38 再生中質紙 本局 ３四半期前半 東京工場

39 再生上質紙 本局 ３四半期前半 東京工場

40 巻取環境対応紙 本局 ３四半期前半 東京工場

41 Ｓニッケルペレットアノード 本局 ３四半期前半 小田原工場

42 アバカパルプ 本局 ３四半期前半
小田原工場、

岡山工場



№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所

43
独立行政法人国立印刷局小田原工場で使用す
る電気外２件

小田原工場 ３四半期前半
研修センター、
研究所、小田

原工場

44 食堂厨房機器更新 彦根工場 ３四半期前半 彦根工場

45 ハイスピードカメラ 本局 ３四半期後半 王子工場

46 ジョンクリル６３Ｊ 本局 ３四半期後半 王子工場

47 国立印刷局王子工場で使用する電気 本局 ３四半期後半 王子工場

48 国立印刷局王子工場で使用するガス 本局 ３四半期後半 王子工場

49 アバカパルプ 本局 ３四半期後半
小田原工場、

岡山工場

50
独立行政法人国立印刷局静岡工場で使用する
電気

静岡工場 ３四半期後半 静岡工場

51 ウエス 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

52 拭布 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

53 無水炭酸ソーダ外１件 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

54 トナーカートリッジ外 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

55
独立行政法人国立印刷局岡山工場で使用するガ
ス

岡山工場 ３四半期後半 岡山工場

56
独立行政法人国立印刷局岡山工場取水場で使
用する電気

岡山工場 ３四半期後半 岡山工場

57 アバカパルプ 本局 ４四半期前半
小田原工場、

岡山工場



【役務】

1 官報マイクロフィルムのデジタル化作業 本局 ２四半期前半 本局

2 王子工場給湯タンク清掃作業 本局 ２四半期前半 王子工場

3 照明設備清掃作業 静岡工場 ２四半期前半 静岡工場

4 工業用水管路清掃作業 岡山工場 ２四半期前半 岡山工場

5 設備情報管理システム　ソフトウェア更新 本局 ２四半期後半 本局

6 都内宿舎ほか樹木剪定その他作業 本局 ２四半期後半 都内宿舎ほか

7 OVD箔の試作 小田原工場 ２四半期後半 研究所

8 産業廃棄物（水性廃液外）の収集運搬・処理作業 彦根工場 ２四半期後半 彦根工場

9 樹木剪定作業 岡山工場 ２四半期後半 岡山工場

10 環境報告書作成支援等に係る請負作業 本局 ３四半期前半 本局

11 平成30年度第2回特別展会場設営等請負作業 本局 ３四半期前半 本局

12 デジタル出力機 本局 ３四半期前半 本局

13 工場排水分析・測定等請負作業 彦根工場 ３四半期前半 彦根工場

14 ゴミ集積場清掃及び屑類構外搬出請負作業 彦根工場 ３四半期前半 彦根工場

15 倉庫管理等請負作業（中国エリア） 本局 ３四半期後半
中国みつまた

調達所

16 空調用吹出口ほか清掃請負作業 本局 ３四半期後半 東京工場

17 断裁刃研磨請負作業 本局 ３四半期後半 王子工場

18 ウェス賃貸借 本局 ３四半期後半 王子工場

19 国立印刷局研修宿泊施設管理業務（2年契約） 小田原工場 ３四半期後半 研修センター

20 研修センター建物等清掃作業 小田原工場 ３四半期後半 研修センター

21 空調設備（印刷部）ほか清掃請負作業 小田原工場 ３四半期後半 小田原工場

22 彦根工場警備業務委託 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

23 彦根工場内外清掃請負作業 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 履行場所



№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 履行場所

24 緑化維持請負作業 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

25 診療所業務請負作業 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

26 拭布供給作業外6件 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

27 空調設備(ボイラー等)運転保守請負作業 彦根工場 ３四半期後半 彦根工場

28 研修センター講師委託 小田原工場 ４四半期後半 研修センター



【保守・改造】

1 ｶﾗｰﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ出力機保守点検作業(更新機) 本局 ２四半期前半 本局

2 東京工場ほか防災管理設備ほか点検作業 本局 ２四半期前半
東京工場、
王子工場

3 東京工場ほか入退室管理装置点検作業 本局 ２四半期前半
東京工場、
王子工場

4 都内宿舎ほか受水槽高架水槽清掃点検作業 本局 ２四半期前半
都内宿舎、東

京、王子

5 ２拠点間通信回線 本局 ２四半期後半 東京工場

6 空調用加湿器保守点検作業 本局 ２四半期後半 東京工場

7
第４号コーンプレート型回転粘度計外保守点検作
業

本局 ２四半期後半 東京工場

8 感光性樹脂製版機点検 本局 ２四半期後半 東京工場

9 デジタルインキポンプ保守点検 本局 ２四半期後半 東京工場

10
第1号粉体配合装置ﾌﾀ着脱装置・排出ｽﾃｰｼｮﾝ保
守点検作業

本局 ２四半期後半 東京工場

11 空気圧縮装置点検 本局 ２四半期後半 東京工場

12
東京工場ほか入退室管理装置点検作業（入退室
管理装置保守点検作業）

本局 ２四半期後半 王子工場

13 双頭員数機改造 静岡工場 ２四半期後半 静岡工場

14 変電監視制御装置保守点検作業 静岡工場 ２四半期後半 静岡工場

15 プラント計装装置第３号その他点検作業 岡山工場 ２四半期後半 岡山工場

16 中央監視制御装置第１号その他点検作業 岡山工場 ２四半期後半 岡山工場

17 銀行券精裁機第３・４号用紙検査装置点検作業 岡山工場 ２四半期後半 岡山工場

18 医科料金計算システムソフト等改造及び保守 本局 ３四半期前半 本局

19 諸証券系列紙料配管等改造外 本局 ３四半期前半 小田原工場

20 製品格納ラック保守点検請負作業 小田原工場 ３四半期前半 小田原工場

21 銀行券印刷機ほかＩＪＰ保守点検請負作業 小田原工場 ３四半期前半 小田原工場

22 集中監視装置保守点検作業 彦根工場 ３四半期前半 彦根工場

23 非常警報設備点検作業 彦根工場 ３四半期前半 彦根工場

№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所



№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所

24 抄紙機第７号セクショナルドライブ装置点検作業 岡山工場 ３四半期前半 岡山工場

25 急速ろ過機第１～６号点検作業 岡山工場 ３四半期前半 岡山工場

26 証券線画デザインシステム外保守点検作業 本局 ３四半期後半 本局

27 空調用凝縮器及びコイル洗浄作業 本局 ３四半期後半 東京工場

28 第9号排水処理装置保守点検 本局 ３四半期後半 東京工場

29 第1号赤外線分光光度計保守 本局 ３四半期後半 東京工場

30 第1号プレート製版システムほか保守点検作業 本局 ３四半期後半 東京工場

31 券面検査装置保守 本局 ３四半期後半 東京工場

32 端紙搬送設備ほか保守点検作業 本局 ３四半期後半 東京工場

33 自動開梱機ほか保守点検作業 本局 ３四半期後半 東京工場

34
第1号粉体配合装置付属空気圧縮装置保守点検
作業

本局 ３四半期後半 東京工場

35
東京工場第39・40号運搬設備保守点検作業外1
件（ラック倉庫自動格納設備保守点検作業）

本局 ３四半期後半 東京工場

36
東京工場ほかエレベータ保守点検作業（昇降機・
ｸﾚｰﾝ保守点検作業）

本局 ３四半期後半 東京工場

37
東京工場蒸気缶保守点検作業外1件（王子工場
第4・5号蒸気缶保守点検作業）

本局 ３四半期後半
東京工場、
王子工場

38 王子工場空気圧縮機保守点検作業 本局 ３四半期後半 王子工場

39 王子工場版面格納設備保守点検作業 本局 ３四半期後半 王子工場

40 王子工場変電設備ほか保守点検作業 本局 ３四半期後半 王子工場

41 囲障警戒装置保守点検 本局 ３四半期後半 王子工場

42 王子工場中央監視装置保守点検作業 本局 ３四半期後半 王子工場

43 空気圧縮機保守点検作業 静岡工場 ３四半期後半 静岡工場

44 銀行券封包機保守点検作業 静岡工場 ３四半期後半 静岡工場

45 本局入退室管理設備点検作業 本局 ４四半期前半 本局

46 王子工場ほか空気調和設備保守点検作業 本局 ４四半期前半 本、東、王



№ 契約件名 契約機関 発注予定時期 納入場所

47 図面複写機保守点検作業 本局 ４四半期前半
本、東、王、

小、静、彦、岡

48 東京工場ほかエレベーター保守点検 本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

49 東京工場蒸気缶保守点検作業ほか１件 本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

50
王子工場空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検作業ほか１
件

本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

51
東京工場（国会分工場）ほかガス冷温水機保守
点検作業

本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

52 東京工場ほか冷温水発生機保守点検作業 本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

53 東京工場ほか変電設備保守点検作業外１件 本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

54
東京工場（国会分工場）ガス吸収冷温水機保守
点検作業ほか1件

本局 ４四半期前半
東京工場、
王子工場

55 囲障警戒装置点検作業 本局 ４四半期前半
東、王、小、

静、彦

56
王子工場空気熱源ヒートポンプユニット保守点検
作業

本局 ４四半期前半 王子工場

57 王子工場空気調和設備保守点検作業ほか3件 本局 ４四半期前半 王子工場


