
2021年度　競争入札に付した契約情報一覧（※建設工事関係等を除く）　　部局名：文化観光国際部 2022年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 入札日 契約日 契約の名称 落札価格(円) 契約金額(円) 契約相手の名称

（住所、氏名） 節区分 契約方法
（入札業者数）

1
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  11月2日
2021年
  11月8日

長崎歴史文化博物館お白洲寸劇映像化及
び視聴環境整備業務 8,400,000 9,240,000

東京都港区台場２丁目３番４
号
株式会社　乃村工藝社
代表取締役　社長執行役員　
榎本　修次　

委託料 一般競争入札
（3者）

2
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  11月2日
2021年
  11月8日

長崎県美術館展示解説等翻訳・音声デー
タ作成業務 1,980,000 2,178,000

東京都渋谷区円山町25-4
　加藤ビル２階
トライベクトル株式会社
代表取締役　矢柳　祐介

委託料 一般競争入札
（3者）

3
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  11月4日
2021年
  11月10日

長崎歴史文化博物館冷却塔修繕業務
12,400,000 13,640,000

諫早市津久葉町６番地１０
九州テクノ株式会社
代表取締役　栗林 宏光

需用費 一般競争入札
（3者）

4
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  11月16日
2021年
  11月22日

長崎歴史文化博物館Wi-Fi環境整備
5,200,000 5,720,000

長崎市若葉町１４番１２号　
中村ビル１階Ｂ
株式会社にんじんネットソリ
ューションズ
代表取締役　藤澤　千絵

委託料 一般競争入札
（1者）

5
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  11月25日
2021年
  12月1日

長崎県美術館Wi-Fi環境整備業務
4,000,000 4,400,000

長崎市文教町７番２２号１階
三和通信長崎株式会社
代表取締役　鵜殿　耕二

委託料 一般競争入札
（1者）

6
文化観光国際部 文化振興課 2021年

  12月9日
2021年
  12月13日

長崎歴史文化博物館工芸展示室ショーケ
ース内照明器具部品交換業務 3,550,000 3,905,000

長崎市恵美須町４番７号
富士ビル綜合株式会社
代表取締役　諸岡　進

需用費 一般競争入札
（3者）

7
文化観光国際部 世界遺産課 2021年

  5月19日
2021年
  5月24日

長崎と天草地方の「世界遺産巡礼の道」
に係るルートブック作成業務 3,230,000 3,553,000

長崎市栄町５番５号　エフエ
ム長崎ビル４階
株式会社　ピーエス・クリエ
ーティブ
代表取締役　町田　淳

委託料 一般競争入札
（3者）

8
文化観光国際部 世界遺産課 2021年

  5月21日
2021年
  5月27日

長崎と天草地方の「世界遺産巡礼の道」
に関する案内サイン設計業務 3,234,000 3,557,400

福岡県福岡市中央区赤坂一丁
目１番５号鶴田けやきビル６
階
株式会社コトブキ九州支店
支店長　坂根　正昭

委託料 一般競争入札
（5者）

9
文化観光国際部 世界遺産課 2021年

  12月13日
2021年
  12月17日

長崎と天草地方の「世界遺産巡礼の道」
屋外サイン（説明版及びモニュメント）
製作・設置業務

6,800,000 7,480,000
本河内三丁目6番20号
有限会社美愛工芸
代表取締役　西村　順貴

委託料 一般競争入札
（1者）

10
文化観光国際部 世界遺産課 2022年

  1月13日
2022年
  1月19日

「世界遺産巡礼の道」に係るサインシー
トの製作・貼付及び案内のぼり旗・マッ
プ等作成業務

3,950,000 4,345,000
諫早市長野町1007-2
株式会社昭和堂
代表取締役　永江　正澄

委託料 一般競争入札
（1者）

11
文化観光国際部 観光振興課 2021年

  8月20日
2021年
  8月23日

長崎コンシェルジュ認定試験等運営業務
2,450,000 2,695,000

長崎市元船町17-1-3F
一般社団法人　長崎交流セン
ター
代表理事　原田幸二

委託料 一般競争入札
（1者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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12
文化観光国際部 観光振興課 2021年

  10月25日
2021年
  10月29日

定点ガイド配置実証事業業務委託
1,400,000 1,540,000

東京都千代田区丸の内1-9
-2
株式会社リクルート
株式会社リクルート
株式会社リクルート
代表取締役社長　北村　吉弘

委託料 一般競争入札
（1者）

13
文化観光国際部 物産ブランド推進課 2021年

  6月10日
2021年
  6月10日

令和３年度「長崎は、美味しい。」食の
ブランド化推進事業　PR動画作成業務
委託

1,380,000 1,518,000
長崎市上町１番３５号
株式会社プロダクションナッ
プ
代表取締役　仁田　豊文

委託料 一般競争入札
（2者）

14
文化観光国際部 物産ブランド推進課 2021年

  6月10日
2021年
  6月11日

令和３年度「長崎は、美味しい。」食の
ブランド化推進事業　長崎フェア等業務
委託

18,500,000 20,350,000
長崎市栄町４番１８号
株式会社プラネット
代表取締役　本多　孝介

委託料 一般競争入札
（2者）

15
文化観光国際部 物産ブランド推進課 2021年

  6月28日
2021年
  6月30日

令和３年度長崎県アンテナショップ「日
本橋 長崎館」テストマーケティング推
進支援事業業務委託

1,290,000 1,419,000
長崎市茂里町３番１号
株式会社九州広告
代表取締役　山﨑　弘子

委託料 指名競争入札
（1者）

16
文化観光国際部 物産ブランド推進課 2021年

  9月21日
2021年
  9月24日

令和3年度長崎・食のオンライン商談会
等業務委託 9,000,000 9,900,000

長崎市栄町４－１８
株式会社プラネット
代表取締役社長 本多孝介

委託料 一般競争入札
（1者）

17
文化観光国際部 物産ブランド推進課 2022年

  2月24日
2022年
  2月28日

長崎県産品応援店ガイドブックほか印刷
物請負契約 1,299,200 1,429,120

大村市原町４６７－１２
株式会社康真堂印刷
代表取締役　久保　康治

需用費 一般競争入札
（5者）

18
文化観光国際部 国際課 2021年

  7月21日
2021年
  7月27日

長崎県における多文化共生及び日本語教
育の在り方検討業務 2,480,000 2,728,000

福岡県福岡市博多区博多駅東
２丁目６番２６号
株式会社サーベイリサーチセ
ンター九州事務所
所長　林　雅保

委託料 総合評価一般競争入札
（2者）

19
文化観光国際部 国際課 2022年

  2月10日
2022年
  2月10日

日韓交流オンラインシンポジウム実施業
務 2,480,000 2,728,000

長崎市五島町３番１３号１F
株式会社マルクス・インター
ナショナル
代表取締役　楠田　壽幸

委託料 一般競争入札
（1者）

20
文化観光国際部 国際課 2022年

  2月15日
2022年
  2月15日

令和３年度「世界へこぎ出せ！長崎っ子
応援事業」にかかる実施業務 1,440,000 1,584,000

東京都港区虎ノ門４丁目１番
１号
株式会社エイチ・アイ・エス
代表取締役　澤田　秀雄

委託料 一般競争入札
（2者）

21
文化観光国際部 スポーツ振興課 2021年

  6月24日
2021年
  6月29日

事前トレーニングキャンプにおけるオリ
ンピック・パラリンピック選手団及び関
係者に係るＰＣＲ検査等遺伝子検査及び
検体運搬業務契約（単価契約）

単価契約
4,500.00

単価契約
4,500.00

東京都千代田区一番町１０番
２号
合同会社２０２０ホストタウ
ンＰＣＲ感染対策支援協議会
会長　　松岡　斉

委託料 一般競争入札
（2者）

※落札金額は税抜き、契約金額は税込みで記載（ただし、単価契約の契約金額は税抜きで記載）。
※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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