
公表年月日 平成27年9月24日

5,589,999

-

第１回 第２回 第３回

1 5,175,925

2 6,298,000

3 6,799,060

4 6,885,000

5 6,939,850

6 7,073,665

7 7,405,000

8 8,035,000

9 8,478,000

10 8,546,100

11 9,309,150

12 10,343,000

13 10,353,500

14 13,942,000

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社オーイーシー

株式会社ＢＣＣ

株式会社コンピュータービジネス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社関西情報センター

株式会社エヌアイディ

株式会社青森電子計算センター

株式会社トラスト

株式会社徳島データサービス

株式会社データシステム

株式会社メイケイ

株式会社ICCデータプラス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社北陸システム開発

株式会社インテック

株式会社スピア

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社北陸システム開発

石川県金沢市高畠２－１７６

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 1]



公表年月日 平成27年9月24日

6,046,488

-

第１回 第２回 第３回

1 5,598,600

2 6,027,400

3 6,041,609

4 6,102,000

5 6,339,000

6 6,400,200

7 6,475,200

8 6,795,000

9 7,093,500

10 7,274,800

11 8,891,600

12 8,984,100

13 11,528,200

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社オーイーシー

株式会社エヌアイディ

株式会社ICCデータプラス

株式会社アクト・ジャパン

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社関西情報センター

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社メイケイ

株式会社コンピュータービジネス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社青森電子計算センター

株式会社データシステム

株式会社トラスト

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社インテック

株式会社スピア

株式会社徳島データサービス

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社インテック

富山県富山市牛島新町５－５

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 2]



公表年月日 平成27年9月24日

6,126,840

-

第１回 第２回 第３回

1 5,673,000

2 5,847,200

3 6,220,200

4 6,343,674

5 6,369,800

6 6,586,860

7 7,639,600

8 9,584,764

9 10,570,400

10 11,239,000

11 11,958,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社青森電子計算センター

株式会社データシステム

株式会社関西情報センター

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社スピア

株式会社ＢＣＣ

株式会社徳島データサービス

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社トラスト

株式会社ICCデータプラス

株式会社エヌアイディ

株式会社コンピュータービジネス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社アクト・ジャパン

株式会社メイケイ

株式会社ナニワ計算センター

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社アクト・ジャパン

埼玉県川越市脇田本町１５－１９

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 3]



公表年月日 平成27年9月24日

5,499,446

-

第１回 第２回 第３回

1 5,092,080

2 5,546,335

3 5,595,825

4 5,710,000

5 5,962,500

6 6,115,550

7 6,145,650

8 6,683,500

9 6,865,000

10 7,375,000

11 8,286,000

12 8,406,500

13 10,535,000

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社オーイーシー

株式会社北陸システム開発

株式会社ナニワ計算センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社アクト・ジャパン

株式会社関西情報センター

株式会社エヌアイディ

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社青森電子計算センター

株式会社コンピュータービジネス

株式会社トラスト

株式会社ICCデータプラス

株式会社データシステム

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社ＢＣＣ

株式会社徳島データサービス

株式会社スピア

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社ＢＣＣ

福岡県福岡市中央区六本松２－１２－１９

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 4]



公表年月日 平成27年9月24日

5,988,583

-

第１回 第２回 第３回

1 5,544,985

2 5,610,875

3 5,661,500

4 5,872,500

5 6,201,900

6 6,273,000

7 6,440,900

8 6,694,500

9 7,065,000

10 7,401,500

11 8,182,500

12 8,239,500

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 5]

円（消費税等含む）

株式会社徳島データサービス

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社インテック

株式会社エヌアイディ

株式会社ICCデータプラス

株式会社データシステム

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社ＢＣＣ

入札者の商号又は名称区分
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社スピア

株式会社関西情報センター

株式会社メイケイ

株式会社トラスト

予定価格

落札方式

株式会社徳島データサービス

平成27年8月25日

最低価格落札方式

株式会社青森電子計算センター

株式会社コンピュータービジネス

調達件名及び数量

落札者決定日

落札者の氏名及び住所

落札価格

徳島県徳島市幸町３－５５

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）



公表年月日 平成27年9月24日

4,993,920

-

第１回 第２回 第３回

1 4,624,000

2 4,841,000

3 5,201,500

4 5,459,450

5 5,591,500

6 5,655,000

7 5,768,700

8 5,931,000

9 6,613,500

10 6,705,000

11 7,278,000

12 8,359,000

13 9,996,615

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社エヌアイディ

株式会社データシステム

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社徳島データサービス

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社スピア

株式会社トラスト

株式会社関西情報センター

株式会社コンピュータービジネス

株式会社オーイーシー

株式会社ICCデータプラス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社青森電子計算センター

株式会社メイケイ

株式会社ＢＳＮアイネット

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社青森電子計算センター

青森県青森市大字三内字丸山３９３－２７０

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 6]



公表年月日 平成27年9月24日

6,903,619

-

第１回 第２回 第３回

1 6,392,240

2 6,557,500

3 6,667,750

4 6,800,300

5 7,841,000

6 8,613,500

7 9,640,500

8 9,909,000

9 11,881,225

10 12,205,740

11 12,668,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社メイケイ

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社関西情報センター

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社インテック

株式会社コンピュータービジネス

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社アクト・ジャパン

株式会社徳島データサービス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社スピア

株式会社データシステム

株式会社トラスト

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社スピア

沖縄県中頭郡中城村字南上原７２６－１

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 7]



公表年月日 平成27年9月24日

5,244,480

-

第１回 第２回 第３回

1 4,856,000

2 5,263,000

3 5,394,000

4 5,413,600

5 5,478,150

6 5,625,000

7 5,803,000

8 6,611,000

9 7,282,000

10 8,199,000

11 8,352,000

12 9,997,560

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社アクト・ジャパン

株式会社徳島データサービス

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社インテック

株式会社コンピュータービジネス

株式会社スピア

株式会社データシステム

株式会社オーイーシー

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社メイケイ

株式会社関西情報センター

株式会社トラスト

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社メイケイ

愛知県名古屋市西区菊井２－６－７

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 8]



公表年月日 平成27年9月24日

5,504,220

-

第１回 第２回 第３回

1 5,096,500

2 5,227,500

3 5,425,400

4 5,490,810

5 5,545,000

6 5,800,000

7 6,608,500

8 7,279,000

9 8,206,000

10 8,363,000

11 9,993,265

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社アクト・ジャパン

株式会社徳島データサービス

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社スピア

株式会社データシステム

株式会社オーイーシー

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社ＢＳＮアイネット

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社関西情報センター

株式会社トラスト

株式会社コンピュータービジネス

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社関西情報センター

兵庫県西宮市六湛寺町９－８

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 9]



公表年月日 平成27年9月24日

4,444,200

-

第１回 第２回 第３回

1 4,115,000

2 4,807,640

3 4,814,600

4 5,126,000

5 5,130,000

6 5,785,000

7 6,389,000

8 7,479,000

9 7,921,900

10 8,767,140

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社徳島データサービス

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社関西情報センター

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社オーイーシー

株式会社データシステム

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社コンピュータービジネス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社スピア

株式会社トラスト

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社ＢＳＮアイネット

新潟県新潟市中央区米山２－５－１

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 10]



公表年月日 平成27年9月24日

5,202,738

-

第１回 第２回 第３回

1 4,817,350

2 4,950,500

3 5,174,000

4 5,196,500

5 5,995,500

6 6,598,000

7 7,687,000

8 9,064,335

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社関西情報センター

株式会社エヌアイディ

株式会社青森電子計算センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社トラスト

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社徳島データサービス

株式会社ＢＣＣ

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社コンピュータービジネス

株式会社スピア

株式会社データシステム

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社コンピュータービジネス

東京都品川区東五反田１－１１－１５

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 11]



公表年月日 平成27年9月24日

5,445,360

-

第１回 第２回 第３回

1 5,042,000

2 5,171,750

3 5,189,110

4 5,550,000

5 6,296,500

6 6,928,000

7 8,039,000

8 8,699,650

9 9,514,225

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社関西情報センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社オーイーシー

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社コンピュータービジネス

株式会社徳島データサービス

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社データシステム

株式会社トラスト

株式会社スピア

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社データシステム

宮崎県宮崎市大字恒久字小橋４４００－４

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 12]



公表年月日 平成27年9月24日

5,038,489

-

第１回 第２回 第３回

1 4,665,268

2 4,741,900

3 4,988,500

4 5,631,800

5 6,221,900

6 7,291,600

7 7,680,780

8 8,533,583

9 8,705,022

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社関西情報センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社データシステム

株式会社青森電子計算センター

株式会社ICCデータプラス

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社コンピュータービジネス

株式会社徳島データサービス

株式会社エヌアイディ

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社スピア

株式会社トラスト

株式会社オーイーシー

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社スピア

沖縄県中頭郡中城村字南上原７２６－１

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 13]



公表年月日 平成27年9月24日

6,533,460

-

第１回 第２回 第３回

1 6,049,500

2 6,356,000

3 7,884,000

4 8,638,200

5 9,698,000

6 10,041,000

7 11,254,200

8 11,925,140

9 12,791,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社スピア

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社ナニワ計算センター

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社アクト・ジャパン

株式会社コンピュータービジネス

株式会社徳島データサービス

株式会社関西情報センター

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社トラスト

株式会社データシステム

株式会社ICCデータプラス

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社トラスト

佐賀県佐賀市卸本町４－２

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 14]



公表年月日 平成27年9月24日

7,807,320

-

第１回 第２回 第３回

1 7,229,000

2 7,274,500

3 9,046,000

4 9,913,600

5 10,490,500

6 10,994,500

7 11,352,150

8 13,698,975

9 14,731,000

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

以下余白

株式会社インテック

株式会社メイケイ

株式会社ＢＣＣ

株式会社北陸システム開発

株式会社オーイーシー

株式会社スピア

株式会社青森電子計算センター

株式会社エヌアイディ

株式会社ナニワ計算センター

株式会社アクト・ジャパン

株式会社ＢＳＮアイネット

株式会社コンピュータービジネス

株式会社徳島データサービス

株式会社関西情報センター

入札者の商号又は名称
入札価格（単位：円）

摘要

株式会社トラスト

株式会社データシステム

株式会社ICCデータプラス

落札価格 円（消費税等含む）

予定価格

落札方式 最低価格落札方式

区分

落札者決定日 平成27年8月25日

落札者の氏名及び住所
株式会社トラスト

佐賀県佐賀市卸本町４－２

情報システムに係る入札結果等の情報の公表（一般競争入札）

調達件名及び数量 平成27年度　データエントリー委託業務（10～3月） [区分 15]


