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No. 件名 契約方式 公告予定時期 納入期限又は履行期間

1 新国立劇場温水循環ポンプ増設工事 一般競争 済 平成２８年１2月

2 新国立劇場（中劇場）舞台用仮設テレビモニター購入 一般競争 済 平成２９年１月

3 国立劇場本館建築基準法適合状況調査業務 一般競争 済 平成２９年１月

4 国立能楽堂研修能舞台音響設備等改修工事 一般競争 済 平成２９年３月

5 新国立劇場舞台照明ストロボ設備更新 一般競争 済 平成２９年３月

6 平成２９～３１年度国立演芸場舞台照明設備定期保守点検業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３２年３月

7 日本芸術文化振興会業務用クライアント機器等一式の賃貸借 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３３年３月

8 美術の創造普及活動に対する助成に関する調査研究 企画競争 済 平成３０年３月

9 日本芸術文化振興会小金井宿舎改修工事 一般競争 済 平成２９年３月

10 日本芸術文化振興会事務棟冷温水発生器更新工事 一般競争 済 平成２９年３月

11 平成２８年度国立劇場おきなわ大劇場調光操作卓設備整備　一式 一般競争（政府調達） 済 平成２９年３月

12
平成２８年度国立劇場おきなわ大劇場パワーアンプ・スピーカー設備整備
一式

一般競争（政府調達） 済 平成２９年３月

13 平成２９年度国立劇場構内で使用する電気の調達 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３０年３月

14 平成２９年度国立能楽堂構内で使用する電気の調達 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３０年３月

15 平成２９年度国立文楽劇場構内で使用する電気の調達 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３０年３月

16 平成２９年１月民俗芸能公演に係る出演者等の旅行手配について 一般競争 済 平成２９年１月

17 平成２８年度日本芸術文化振興会所蔵図書資料の遡及入力業務 一般競争 済 平成２９年２月

18 平成２８年度収蔵資料の確認調査・管理リスト作成業務 一般競争 済 平成２９年１月

19 構内電話コードレス端末（PHS)購入 一般競争 済 平成２９年３月

20 新国立劇場ネットワーク回線更新工事 一般競争 済 平成２９年３月

21 新国立劇場舞台用レール購入 一般競争 済 平成２９年３月

22 新国立劇場（オペラ劇場）舞台機構制御盤室空調設備更新工事 一般競争 済 平成２９年３月

23
会報「あぜくら」（平成２９年５月号から平成３０年４月号）の製造及び封入等
業務

一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

24 ソフトウェアライセンスの購入及び設定作業 一般競争 済 平成２９年１月

25 Microsoft社製Office2016の調達 一般競争 済 平成２９年1月

26 国立演芸場LEDライト更新 一般競争 済 平成２９年２月

27 ウィルス対策ソフト管理サーバ一式の賃貸借 一般競争 済 平成２９年２月～平成３３年３月

28 新国立劇場電動高所作業台更新 一般競争 済 平成２９年３月

29 国立演芸場第１演芸研修室空調設備改修工事 一般競争 済 平成２９年３月

30
平成２９年度国立劇場と国立能楽堂、国立文楽劇場間の通信用専用回線の
使用契約

一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

31 「日本芸術文化振興会ニュース」製造業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

32 「日本芸術文化振興会ニュース」発送業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

33 平成２９年度国立文楽劇場で使用するガス 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

34 専門委員会速記業務 一般競争 済 平成２９年２月

35 平成２９・３０年度国立文楽劇場清掃業務 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３１年３月

36 Flashコンテンツの改修(舞台芸術教材「演目解説　菅原伝授手習鑑」) 一般競争 済 平成２９年２月

37 平成２９年３月琉球芸能公演に係る出演者等の旅行手配について 一般競争 済 平成２９年３月

独立行政法人日本芸術文化振興会　　調達予定の公表
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38 会報「あぜくら」（平成２９年５月号から平成３０年４月号）の配送業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

39
平成２９年度国立劇場チケット電話予約受付等業務及び会員事務局業務の
委託

一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

40 平成２９・３０年度国立劇場電機・機械設備等保守管理業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３１年３月

41 平成２９･３０年度国立劇場消防用設備等保全業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３１年３月

42
平成２９・３０年度 独立行政法人日本芸術文化振興会（隼町地区及び国立
能楽堂）電話交換業務の委託

一般競争 済 平成２９年４月～平成３1年３月

43 平成２９・３０年度国立劇場及び国立能楽堂構内清掃業務 一般競争（政府調達） 済 平成２９年４月～平成３1年３月

44
平成２９年度日本芸術文化振興会サイトの運用支援及び業務システム（公
演情報管理システム）の保守業務の委託

企画競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

45 新国立劇場内店舗賃貸借契約 企画競争 済 平成２９年４月～平成３２年３月

46 国立劇場隼町地区及び国立能楽堂公衆無線ＬＡＮサービス整備業務委託 企画競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

47 国立文楽劇場公衆無線ＬＡＮサービス整備業務委託 企画競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

48 国立劇場おきなわ公衆無線ＬＡＮサービス整備業務委託 企画競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

49 新国立劇場公衆無線ＬＡＮサービス整備業務委託 企画競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

50 平成２９・３０年度国立能楽堂電気・機械設備保守等業務 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

51 郵便管理システム一式の賃貸借及び保守（平成２９年４月から４８ヶ月） 一般競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

52 Flashコンテンツの改修(舞台芸術教材「演目解説　義経千本桜」) 一般競争 済 平成２９年3月

53
平成２９年度独立行政法人日本芸術文化振興会総合チケットシステム等対
応入場券用紙の製造

一般競争 済 平成２９年４月、９月

54 平成２９年度トイレットペーパー及びペーパータオルの供給 一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

55
平成２９年度国立能楽堂座席字幕表示装置用主催公演字幕台本作成及び
校正業務

一般競争 済 平成２９年４月～平成３０年３月

56 平成２９～３０年度国立劇場大・小劇場・演芸場における案内業務の委託 一般競争 済 平成２９年４月～平成３１年３月

57 平成２９～３１年度国立演芸場音響設備定期保守 一般競争 済 平成２９年４月～平成３２年３月

58
日本芸術文化振興会基幹スイッチ一式の賃貸借（平成２９年４月から４８ヶ
月間）

一般競争 済 平成２９年４月～平成３３年３月

59 平成２８年度国立劇場おきなわ小劇場調光操作卓設備整備　一式 一般競争（政府調達） 済 平成２９年８月

60 新国立劇場食堂貸付契約 企画競争 済 平成２９年８月～平成３２年７月

61 国立演芸場スピーカー更新 一般競争 平成２９年1月 平成２９年２月

62 平成２８年度公演記録資料の媒体変換 一般競争 平成２９年１月 平成２９年３月

63 平成２９年度独立行政法人日本芸術文化振興会構内等損害保険の付保 一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

64
平成２９年度日本芸術文化振興会に対する情報技術の情報提供及びアドバ
イザリー業務

一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

65 グループウェアの更新 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

66 平成２９年度施設に関わる蛍光管等の単価契約 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

67 平成２９年度新聞広告（前売情報等）掲載6件 一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

68 平成２９年度国立劇場他字幕文字等表示業務 一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

69 平成２９年度国立劇場上演台本の製造 一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

70 平成２９年度国立劇場文楽公演解説書及び床本集の製造 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

71 平成２９年度国立劇場大劇場及び小劇場音響設備定期保守点検業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

72 平成２９年度公演記録映像収録カメラマン、ビデオエンジニア等派遣業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

73 平成２９年度公演記録映像収録設備保守管理業務（本館・演芸場） 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

74
平成２９年度公演記録写真のリサイズ及びディスク作製作業等（本館・演芸
場）

一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

75 平成２９年度国立能楽堂映像、舞台音響、舞台照明等技術業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月
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76 平成２９年度国立劇場舞台照明用電球の供給 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

77 平成２９・３０年度国立劇場構内の電話設備保守等業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３1年３月

78
平成２９・３０年度国立劇場大劇場、小劇場及び国立演芸場の座席の設置・
撤去業務

一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３１年３月

79 平成２９・３０年度国立劇場大劇場、小劇場及び国立演芸場舞台音響業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３１年３月

80 平成２９・３０年度国立劇場大劇場、小劇場及び国立演芸場舞台照明業務 一般競争 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３１年３月

81
平成２９～３２年度国立劇場及び国立能楽堂構内における飲料自動販売機
の設置管理

一般競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３３年３月

82 平成２９年度国立劇場文楽公演宣伝用印刷物等作成業務 企画競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３０年３月

83 平成２９年度国立劇場歌舞伎公演宣伝用印刷物等作成業務 企画競争 平成２９年1月 平成２９年4月～平成３０年３月

84 平成２９～３１年度国立劇場託児業務 企画競争 平成２９年1月 平成２９年４月～平成３２年３月

85 助成による波及効果に関する調査研究 企画競争 平成２９年１月 平成３０年５月

86 平成２９～３１年度人間ドック健診 公募 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３２年３月

87 平成２９年度メール便（角型２号サイズ）請負業務 公募 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

88 平成２９年度一般旅客自動車運送（タクシー）の業務委託 公募 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

89 平成２９年度宅配便運送業務 公募 平成２９年１月 平成２９年４月～平成３０年３月

90 国立劇場おきなわ大劇場プロジェクター設備整備 一般競争 平成２９年２月 平成２９年３月

91 会議用ワイヤレスマイクシステム整備 一般競争 平成２９年２月 平成２９年３月

92 新国立劇場Ａ・Ｂ会議室用テーブル及び椅子更新 一般競争 平成２９年２月 平成２９年３月

93 平成２９年度国立能楽堂舞台技術設備常駐保守業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

94 平成２９年度公演記録音声収録等業務（本館・演芸場） 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

95 平成２９年度国立能楽堂公演宣伝用印刷物の製造 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

96 平成２９年度国立能楽堂公演解説書「月刊国立能楽堂」の製造 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

97
平成２９年度国立文楽劇場公演記録音声収録業務及び視聴覚資料の複製
業務

一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

98
平成２９年度国立文楽劇場公演記録映像の収録及び完成パッケージ作成
業務

一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

99 平成２９年度国立文楽劇場舞台音響設備保守点検業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

100 平成２９年度国立文楽劇場舞台映像設備保守点検業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

101 平成２９年度国立文楽劇場自主公演 音響・映像操作等業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

102 平成２９年度国立文楽劇場自主公演 照明操作等業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

103 平成２９年度「国立文楽劇場友の会会報」の製造及び発送業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年４月

104 平成２９年度国立文楽劇場花道及び出語り床座席の設置撤去業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３０年３月

105 平成２９・３０年度国立文楽劇場舞台操作及び楽屋業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３1年３月

106 平成２９・３０年度国立文楽劇場舞台照明業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３1年３月

107 平成２９・３０年度国立文楽劇場舞台音響・映像業務 一般競争 平成２９年２月 平成２９年４月～平成３1年３月

108 日本芸術文化振興会小金井宿舎改修工事(再度) 一般競争 平成２９年２月 平成２９年９月

109
平成２９年度助成金交付要望書・実績報告書の複製、ファイリング及び発送
業務

一般競争 平成２９年３月 平成３０年２月

入札情報は以下のサイトから確認できます。
http://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement.html

※公表する内容は、公表した時点での予定であり、追加･変更・中止等となる場合があります。正式な調達情報は、実際の公告をご覧ください。
　 また、内容に関するお問合せは、公告後、入札説明書記載の方法によりお願いいたします。
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