入札情報（2018年度終了分）
交付日
3月29日
3月11日
3月8日
3月4日
3月1日
2月25日
2月25日
2月25日
2月25日
2月20日
2月18日
2月15日
2月15日
2月15日
2月14日
2月8日
2月8日
2月7日
2月5日
2月4日
2月1日
2月1日
1月29日
1月28日

件名
テクノフロンティア岡山 不動産売却
入札説明書等交付期限:2019年4月15日
「小規模企業共済契約に係る共済金等請求書」（様式 小 701）等の作成請負
入札説明書等交付期限:2019年4月10日
「平成31年度 国内展示会等出展支援事業」に係る事務局業務請負先の公募
掲載期限:2019年3月18日
中国本部中小企業大学校広島校の発送資料に係る宛名シール作成・貼り付け封入封緘業務及び配達業務
入札説明書等交付期限:2019年3月15日
平成31年度中小企業基盤整備機構本部における事務用消耗品年間調達
入札説明書等交付期限:2019年3月11日
平成31年度書類等運送業務（宅配便）
入札説明書等交付期限:2019年4月8日
平成31年度書類等運送業務（メール便）
入札説明書等交付期限:2019年4月8日
独立行政法人中小企業基盤整備機構本部・関東本部（虎ノ門37森ビル）における固定電話回線サービス提供業務（平成31年度）
入札説明書等交付期限:2019年3月8日
「平成31年度TIP*S季刊誌作成に係る請負業務」企画選考参加者の公募
掲載期限:2019年3月5日
平成31年度中小企業大学校関西校における灯油購入契約
入札説明書等交付期限:2019年3月19日
中小企業基盤整備機構東北本部自動車運行管理業務
入札説明書等交付期限:2019年3月7日
平成31年度「ここから調達」公開環境運用保守業務
入札説明書等交付期限:2019年2月25日
「高度化事業に関する債権の調査・アドバイザリー業務」に関する請負候補先の公募
掲載期限:2019年2月25日
2019年度中小企業大学校旭川校に係る重油購入契約
入札説明書等交付期限:2019年3月12日
平成31年度中小企業の販路支援マッチングサイト【J-GoodTech】に係るWEBサイト運営事務局請負先の公募
掲載期限:2019年2月22日
「被災事業者販路開拓支援販売会及びテストマーケティング事業等」の開催に係る業務請負先の公募
掲載期限:2019年2月20日
ジェグテック掲載原稿翻訳業務請負先の公募
掲載期限:2019年2月18日
中小企業基盤整備機構関東本部 自動車運行管理業務
入札説明書等交付期限:2019年2月20日
平成31年度新NNDBにおけるSalesforce.comライセンスの調達
入札説明書等交付期限:2019年2月14日
本部事務所等定期健康診断に係る業務請負
入札説明書等交付期限:2019年2月13日
平成30年度第2回中小機構新ロゴデザインPRのための新聞広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2019年2月14日
平成30年度生産性向上特設サイトに係るインターネット広告業務請負先の公募
掲載期限:2019年2月12日
小規模企業共済資産運用に係るコンサルティング業務請負先の公募
掲載期限:2019年2月8日
平成30年度中小企業大学校東京校東大和寮（マットレス等）の更新
入札説明書等交付期限:2019年2月7日
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交付日
1月25日
1月25日
1月25日
1月24日
1月23日
1月21日
1月21日
1月21日
1月18日
1月18日
1月17日
1月17日
1月17日
1月16日
1月11日
1月11日
1月11日
1月10日
1月9日
12月28日
12月28日
12月27日
12月27日
12月26日
12月26日

件名
ジェグテック2次システムに係るハードウェア等の製品保守業務（平成31年度～32年度）
入札説明書等交付期限:2019年3月6日
ジェグテック2次システム運用管理業務（平成31年度）
入札説明書等交付期限:2019年3月6日
平成31年度新価値創造展に係るウェブサイトの維持運営および開発業務
入札説明書等交付期限:2019年3月6日
「平成31年度中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21に係る事務局業務」に係る請負先の公募
掲載期限:2019年2月5日
2019年度 ビジネスマッチングサイト【J-GoodTech】に係る運営業務請負先の公募
掲載期限:2019年2月4日
独立行政法人中小企業基盤整備機構本部における書類等の保管及び運搬業務
入札説明書等交付期限:2019年2月4日
SSL通信可視化用機器の調達
入札説明書等交付期限:2019年1月31日
中小機構新ロゴデザインPRのための東北6県7新聞社広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2019年2月1日
パソコン接続用液晶ディスプレイ等の調達
入札説明書等交付期限:2019年1月28日
平成30年度中小企業大学校直方校視聴覚室改修工事
現場説明書等交付期限:2019年1月30日
平成31年度事業引継ぎ支援データベース機能改善及び保守管理請負業務に係る業務請負先の公募（157KB）
掲載期限:2019年1月29日
「平成31年度三鷹産業プラザ（1期棟）運営支援業務」事前確認公募要領
参加意思確認書提出期限:2019年1月31日
「中小企業基盤整備機構関東本部中小企業大学校三条校自動車運行管理業務」（平成31年4月開始分）
入札説明書等交付期限:2019年1月31日
「新価値創造展2019の実施および事務局運営に係る業務」請負先の公募
掲載期限:2019年1月31日
中小企業倒産防止共済制度「掛金納付状況兼領収書」等の封入・封緘・発送業務
入札説明書等交付期限:2019年1月23日
小規模企業共済制度「掛金納付状況等のお知らせ」等の封入・封緘・発送業務
入札説明書等交付期限:2019年1月23日
平成30年度北海道本部業務PRに係る北海道新聞企画広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2019年1月25日
小規模企業共済PR動画に係わるインターネット広告運用業務に係る企画選考参加者の公募
掲載期限:2019年1月17日
平成31年度三鷹産業プラザ施設管理等業務
入札説明書等交付期限:2019年1月21日
財産保険包括契約及び賠償責任保険包括契約（平成31年3月～34年2月）
入札説明書等交付期限:2019年1月17日
平成30年度 中小機構新ロゴマークPRに係るインターネット広告業務請負先の公募
掲載期限:2019年1月15日
「小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度の運用見直し並びに契約者情報管理に係るシステム改修・開発の請負業務」契約事前確認公募

参加意思確認書提出期限:2019年1月16日
中小機構ホームページ運営支援等業務
入札説明書等交付期限:2019年2月5日
「小規模企業共済および中小企業倒産防止共済に係る掛金納付状況のお知らせ送付用封筒（2様式）」作成請負
入札説明書等交付期限:2019年1月8日
「2019年版中小企業倒産防止共済制度 加入者広報誌」等（5様式）作成請負
入札説明書等交付期限:2019年1月8日
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交付日
12月19日
12月17日
12月17日
12月14日
12月14日
12月13日
12月11日
12月11日
12月10日
12月10日
12月7日
12月7日
12月6日
12月5日
12月5日
12月3日
11月29日
11月29日
11月28日
11月27日
11月26日
11月22日
11月22日
11月21日
11月20日

件名
平成30年度中小企業大学校仙台校フロアカーペット改修工事
現場説明書等交付期限:2019年1月8日
次期高度化システムを活用した貸付先管理等業務の効率化検討業務の請負先の公募
掲載期限:2018年12月26日
職員の赴任に伴う引越し請負業務（平成31～33年度）の請負先の公募
掲載期限:2018年12月25日
「統合データベースに係る企業データ提供業務（平成30年度）」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年12月25日
「中小企業景況調査に係る課題調査及び集計プログラムの要件定義業務」の業務請負先の公募
掲載期限:2018年12月25日
平成30年度中小企業大学校広島校小浴場等改修工事
現場説明書等交付期限:2019年1月9日
平成30年度中小企業大学校東京校映像機器（教室、講堂）の更新
入札説明書等交付期限:2019年1月15日
平成30年度中小企業大学校東京校音響機器（教室）の更新
入札説明書等交付期限:2019年1月15日
高度化事業に関する事務文書等の電子化業務
入札説明書等交付期限:2018年12月19日
防災用品の調達
入札説明書等交付期限:2018年12月19日
平成30年度中小機構新ロゴデザインPRのための新聞広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2018年12月17日
平成30年度地方新聞広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2018年12月17日
平成30年度 中小企業大学校広島校宿泊棟ベッド・寝具入替え業務
入札説明書等交付期限:2018年12月12日
「平成30年度中小機構WANシステムにおけるペネトレーションテスト実施業務」の公募
掲載期限:2018年12月19日
平成30年度中小企業大学校東京校什器（教室用いす）の更新
入札説明書等交付期限:2019年1月11日
平成30年度事業引継ぎ支援事業における動画制作に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年12月14日
ジェグテック事業に係る顧客情報管理、名刺管理、デジタル資産管理システムの構築及びパッケージ保守業務
入札説明書等交付期限:2019年1月15日
「起業相談チャットボットのPRコンテンツ制作業務」に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年12月7日
平成30年度「J-GoodTech（ジェグテック）」活用促進PR動画制作業務の請負先の公募
掲載期限:2018年12月7日
TIP*S会員データ管理・分析システムの構築にかかる検討・検証業務の公募
掲載期限:2018年12月6日
「ハンズオン支援データベース」に係る構築及び運用保守業務に係る請負先の公募
掲載期限:2018年12月5日
「中小企業向けアプリケーションソフトウェア」に係る特設サイト制作請負業務請負先の公募
掲載期限:2018年11月30日
平成30年度中小企業大学校瀬戸校照明器具LED化改修工事
現場説明書等交付期限:2018年12月7日
平成30年度J-Net21経営ノウハウコンテンツ等制作業務の請負先の公募
掲載期限:2018年11月30日
「インバウンドを活用した自立型観光経営の形成支援事業」に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年12月3日
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交付日
11月19日
11月16日
11月15日
11月15日
11月14日
11月12日
11月12日
11月9日
11月9日
11月7日
11月7日
11月7日
11月5日
11月5日
11月2日
11月1日
11月1日
10月25日
10月23日
10月18日
10月18日
10月15日
10月15日
10月15日
10月15日

件名
平成30年度経営者保証に関するガイドライン周知・普及事業 業界紙への純広告掲載に係る請負業務
入札説明書等交付期限:2018年11月30日
財務会計処理システムにおける証憑電子化機能導入及び運用支援業務
入札説明書等交付期限:2018年12月20日
AI-OCRを活用した手書き文書の電子化検証業務の請負先の公募
掲載期限:2018年11月22日
平成30年度中小企業大学校仙台校照明器具LED化改修工事
現場説明書等交付期限:2018年11月30日
｢生産性向上特設サイトに係るインターネット広告業務」請負先の公募
掲載期限:2018年11月26日
平成30年度CEOネットワーク強化事業（ミャンマーCEO商談会＆セミナー）業務請負先の公募
掲載期限:2018年11月21日
平成30年度中小企業大学校web校WEBee Campusに係るweb会議システム導入業務請負先の公募
掲載期限:2018年11月21日
平成30年度法令等準拠性内部監査支援業務
入札説明書等交付期限:2018年11月19日
平成30年度「中小機構四国本部における愛媛県内小規模企業共済プロモーション」企画・制作に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年11月19日
新価値創造展に係る関連動画編集業務
入札説明書等交付期限:2018年11月16日
平成30年度中小企業大学校直方校宿泊棟空調設備（電気）及び照明設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年11月20日
平成30年度中小企業大学校直方校宿泊棟空調設備（機械）改修工事
現場説明書等交付期限:2018年11月20日
平成30年度中小企業大学校人吉校空調設備（電気）改修工事
現場説明書等交付期限:2018年11月20日
中小企業大学校旭川校中小企業者等研修に係る「研修総合ガイド2019」等の印刷
入札説明書等交付期限:2018年11月16日
平成30年度中小企業大学校東京校電気設備改修工事・機械設備改修工事に係る工事監理業務
入札説明書等交付期限:2018年11月9日
テクノフロンティア浜松不動産売却
入札説明書等交付期限:2018年11月16日
平成30年度 中小企業大学校広島校宿泊棟ベッド・寝具購入等設置業務
入札説明書等交付期限:2018年11月14日
中小機構ITプロジェクト推進支援業務の委託先の公募
掲載期限:2018年11月2日
平成30年度中小企業大学校瀬戸校 給水等配管（宿泊棟）及び屋外給水設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年11月7日
「経営課題解決のヒント」及び「ベストプラクティス事例集」に係る特設サイト制作の請負先公募
掲載期限:2018年10月26日
平成30年度中小企業大学校三条校LED照明化工事
現場説明書等交付期限:2018年11月1日
平成30年度中小企業大学校web校WEBee Campusに係る動画の製作業務請負先の公募
掲載期限:2018年10月25日
平成30年度中小企業大学校東京校機械設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月24日
平成30年度中小企業大学校東京校宿泊棟（A棟）LED化工事
現場説明書等交付期限:2018年10月24日
平成30年度中小企業大学校東京校電気設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月24日
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交付日
10月15日
10月15日
10月12日
10月9日
10月9日
10月9日
10月5日
10月4日
10月2日
10月1日
10月1日
10月1日
10月1日
9月28日
9月28日
9月28日
9月27日
9月27日
9月21日
9月20日
9月14日
9月14日
9月11日
9月7日
9月7日

件名
平成30年度中小企業大学校東京校管理・研修棟建築改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月24日
平成30年度東大柏ベンチャープラザ空調設備更新工事
現場説明書等交付期限:2018年10月24日
「専門家データベース」に係る構築及び運用保守業務に係る請負先の公募
掲載期限:2018年10月24日
平成30年度中小企業大学校旭川校エレベーター改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月19日
平成30年度中小企業大学校旭川校自動火災報知器等改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月19日
平成30年度中小企業大学校旭川校管理棟冷暖房等機械設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月19日
中小機構新VIに係る広報ツール制作業務の請負先の公募
掲載期限:2018年10月15日
平成30年度中心市街地活性化協議会支援センターウェブサイト改修業務
掲載期限:2018年10月12日
平成30年度よろず支援拠点成果事例集作成請負業務
掲載期限:2018年10月15日
「経営者保証に関するガイドライン」認知度調査業務に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年10月12日
平成30年度「J-Net21」に係るインターネット広告業務 請負先の公募
掲載期限:2018年10月9日
平成30年度中小企業大学校東京校厨房機器の更新
入札説明書等交付期限:2018年10月31日
平成30年度中小企業大学校関西校空調設備その他改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月15日
「経営相談システム」に係る構築及び運用保守業務に係る請負先の公募
掲載期限:2018年10月5日
ハンズオン支援事業「支援先データベース」に係る構築及び運用保守業務に係る請負先の公募
掲載期限:2018年10月5日
平成30年度中小企業大学校東京校受変電設備更新工事
現場説明書等交付期限:2018年10月12日
JustSystems製ソフトウェアの購入
入札説明書等交付期限:2018年10月9日
平成30年度中小企業大学校人吉校空調設備（機械）改修工事
現場説明書等交付期限:2018年10月12日
平成30年度よろず支援拠点の評価作業等に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年10月2日
「OCR等を活用した経理処理自動化等計画策定業務」に係る業務委託先の公募
掲載期限:2018年9月28日
平成30年度中小企業大学校東京校宿泊棟（A棟・B棟）浴室改修工事
現場説明書等交付期限:2018年9月28日
平成30年度中小企業大学校東京校管理・研修棟（3号館～5号館）LED化工事
現場説明書等交付期限:2018年9月28日
「中小企業再生支援協議会事業にかかる業務効率化システムにおける機能追加及び機能改善業務」に関する契約事前確認公募
参加意思確認書提出期限:2018年9月27日
中小企業大学校東京校で使用するガスの調達
入札説明書等交付期限:2018年10月26日
平成30年度中小企業大学校三条校建築改修工事
現場説明書等交付期限:2018年9月21日

5 / 10 ページ

交付日
9月7日
9月4日
9月3日
9月3日
9月3日
8月31日
8月31日
8月31日
8月31日
8月29日
8月28日
8月24日
8月24日
8月23日
8月22日
8月20日
8月17日
8月10日
8月9日
8月8日
8月8日
8月8日
8月1日
8月1日
8月1日

件名
平成30年度中小企業大学校関西校照明器具LED化改修工事
現場説明書等交付期限:2018年9月19日
「ジェグテック英語版Webサイトリニューアル業務」に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年9月13日
財務会計処理システムにおける機能改修及び運用支援業務
入札説明書等交付期限:2018年10月11日
事業・予算管理システムの構築及び運用支援業務
入札説明書等交付期限:2018年10月12日
中小企業大学校瀬戸校宿泊棟空調設備改修工事に係る設計業務
入札説明書等交付期限:2018年9月11日
平成30年度CEOネットワーク強化事業（ASEAN医療機器CEO商談会）の開催に係る業務請負（244KB）
掲載期限:2018年9月11日
平成30年度業務用クライアントパソコンに係るマスタ作成及びキッティング等導入業務
入札説明書等交付期限:2018年10月11日
平成30年度業務用クライアントパソコンの調達及び導入支援業務
入札説明書等交付期限:2018年10月11日
平成30年度中小企業大学校関西校宿泊棟FCU洗浄業務
入札説明書等交付期限:2018年9月19日
J-Net21の新CMS環境へのサイトデータ移行業務
入札説明書等交付期限:2018年10月5日
平成30年度グループウェアの更改業務
入札説明書等交付期限:2018年10月4日
平成30年度中小企業大学校旭川校体育館棟屋上防水改修等工事
現場説明書等交付期限:2018年9月4日
平成30年度中小企業大学校関西校宿泊棟内装改修工事
現場説明書等交付期限:2018年9月7日
平成30年度生産性向上PRのための新聞広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2018年9月3日
平成30年度CEOネットワーク強化事業（自動車CEO商談会）開催に係る業務請負の公募
掲載期限:2018年8月31日
平成30年度中小企業大学校瀬戸校電気設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年9月5日
「経営支援AI コンシェルジュ向けQ&A の作成等業務」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年8月24日
平成30年度よろず支援拠点の評価作業等に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年8月21日
平成30年度北海道本部業務PRに係るJR北海道車内誌及びAIRDO機内誌への広告掲載業務
入札説明書等交付期限:2018年8月23日
「小規模企業共済掛金払込証明書」（耐水圧着はがき用紙）の圧着・裁断・発送業務
入札説明書等交付期限:2018年9月10日
「小規模企業共済掛金払込証明書」（耐水圧着はがき用紙）作成 請負
入札説明書等交付期限:2018年8月21日
平成30年度中小企業大学校東京校電気設備及び機械設備更新工事に係る設計業務
入札説明書等交付期間:2018年8月24日
「平成30年度 標的型攻撃メール訓練等業務」の公募
掲載期限:2018年8月15日
平成30年度中小企業大学校東京校入退室管理・監視カメラ設備更新工事
現場説明書等交付期限:2018年8月20日
平成30年度中小企業大学校東京校宿泊棟（A棟・B棟）浴室改修工事
現場説明書等交付期限:2018年8月20日
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交付日
7月31日
7月31日
7月27日
7月27日
7月27日
7月27日
7月27日
7月25日
7月24日
7月20日
7月20日
7月20日
7月18日
7月17日
7月17日
7月13日
7月13日
7月13日
7月11日
7月11日
7月11日
7月6日
7月5日
7月4日
7月3日

件名
財務会計処理システム等の運用保守業務 （平成30年11月～ 31年10月）
入札説明書等交付期限:2018年9月6日
情報化ネットワークシステムActive Directoryサーバの更改及び管理ソフトウェアの調達等業務
入札説明書等交付期限:2018年9月4日
「事業承継支援施策普及動画」制作に係る業務請負先の公募（266KB）
掲載期限:2018年8月6日
「J-GoodTech非ログイン領域における英語版Webサイトリニューアル業務」に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年8月3日
「経営支援AI コンシェルジュの構築及び運用業務」に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年8月6日
平成30年度「経営者保証に関するガイドラインの認知向上にかかるPR動画」制作に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年8月7日
平成30年度中小企業大学校東京校中央監視システム外設備改修工事（中央監視システム・防災システム・入退室管理システム）に係る工事監理業務

入札説明書等交付期限:2018年8月6日
平成30年度中小企業大学校瀬戸校設備（空調・給水等改修及び照明器具LED化等）設計業務
入札説明書等交付期限:2018年8月8日
「中小機構北陸本部 公用車賃貸借」に係る入札
掲載期限:2018年8月6日
「SWBS 海外ビジネス総合展 2018」開催に係る業務請負の公募
掲載期限:2018年7月27日
「人事関係業務処理システムの運用保守業務（平成30年11月～平成32年4月）」に関する契約事前確認公募
参加意思確認書提出期限:2018年8月6日
平成30年9月～平成31年8月分PPC用紙（再生紙）の調達
入札説明書等交付期限:2018年7月30日
中華圏KOLおよび越境ECを活用したテストマーケティング支援請負先の公募について
掲載期限:2018年7月31日
人材マネジメントシステム構築業務に係るプロジェクト全体管理業務
入札説明書等交付期限:2018年8月20日
平成30年度中小企業大学校東京校管理・研修棟建築改修工事に係る設計・工事監理業務
入札説明書等交付期限:2018年7月24日
Rin＋＋ （仮称）のWeb支援に係る運営事務局業務
掲載期限:2018年7月20日
平成30年度中小企業大学校三条校空調設備更新工事
現場説明書等交付期限:2018年7月26日
平成30年度中小企業大学校三条校消雪井戸更新等工事
現場説明書等交付期限:2018年7月26日
平成30年度「経営者保証に関するガイドライン」周知・普及のためのインターネット広告に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年7月23日
中小企業向けアプリケーションソフトウェアに関する調査・選定業務
掲載期限:2018年7月20日
小規模企業共済「貸付限度額のお知らせ」の圧着・裁断・発送業務
入札説明書等交付期限:2018年7月24日
平成30年度中小企業大学校仙台校受変電設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年7月20日
人材マネジメントシステムの構築及びパッケージ保守業務
入札説明書等交付期限:2018年8月8日
平成30年度中小企業大学校仙台校駐車場等改修工事
現場説明書等交付期限:2018年7月19日
法人文書管理システムの導入及び運用等業務
入札説明書等交付期限:2018年8月6日
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交付日
7月3日
7月3日
7月2日
7月2日
7月2日
6月28日
6月28日
6月25日
6月25日
6月22日
6月22日
6月20日
6月19日
6月15日
6月15日
6月12日
6月11日
6月8日
6月8日
6月8日
6月7日
6月6日
6月6日
6月4日
6月4日

件名
平成30年度中小企業大学校東京校防災システム更新工事
現場説明書等交付期限:2018年7月13日
平成30年度中小企業大学校東京校宿泊棟（B棟）LED化工事
現場説明書等交付期限:2018年7月13日
中小企業倒産防止共済契約者管理票の封入作業
入札説明書等交付期限:2018年7月11日
平成30年度「小規模企業共済制度に係る委託機関・契約者周知文書（兼送付状）」の封入・封緘・発送業務
入札説明書等交付期限:2018年7月11日
平成30年度「中小企業倒産防止共済法改正に係る契約者周知文書」の封入・封緘・発送業務
入札説明書等交付期限:2018年7月11日
平成30年度業務改善におけるRPA活用推進の事務局業務の請負先の公募
掲載期限:2018年7月6日
「起業の裾野拡大に向けた調査研究」に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年7月5日
平成30年度 CEOネットワーク強化事業（先端技術CEO商談会）開催に係る業務請負の公募
掲載期限:2018年7月4日
平成30年度中小企業大学校東京校中央監視システム更新工事
現場説明書等交付期限:2018年7月6日
平成30年度「生産性向上解説動画」制作業務の請負先の公募
掲載期限:2018年7月3日
「経理業務の効率化検討業務」に係る業務委託先の公募
掲載期限:2018年7月2日
「起業相談AIチャットボットの開発・運用業務」に係る請負業務の請負先の公募
掲載期限:2018年7月2日
「EC Camp 2018 運営業務」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年6月28日
「第87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2019及びFOODEX JAPAN 2019への出展に係る業務」請負先の公募
掲載期限:2018年6月22日
『オンライン講座制作及びWEB プロモーション業務』に係る請負先選考の公募
掲載期限:2018年6月25日
「新価値創造展2018」におけるCEOネットワーク強化事業に係る業務請負 の公募
掲載期限:2018年6月21日
「平成30年度 小規模企業共済 汎用耐水圧着ハガキ用紙」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月20日
「サイボウズ ガルーン・サイボウズ デヂエ継続ライセンス一式の調達」
入札説明書等交付期限:2018年6月18日
平成30年度 中小企業再生支援セミナー開催業務に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年6月20日
中小機構事業に係るPR動画制作業務に係る企画選考参加者の公募
掲載期限:2018年6月14日
「平成30年度事業承継フォーラム」開催に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年6月21日
平成30年度事業引継ぎ支援事業に係るインターネット広告業務請負先の公募
掲載期限:2018年6月18日
平成30年度 中小企業再生支援協議会外部評価に係る調査分析業務業務請負先の公募
掲載期限:2018年6月19日
中小企業大学校東京校研修用ノートパソコンに係る賃貸借入札
入札説明書等交付期限::2018年6月14日
平成30年度中小企業大学校直方校管理棟照明設備更新工事
現場説明書等交付期限:2018年6月15日
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交付日
6月1日
6月1日
5月30日
5月30日
5月30日
5月28日
5月28日
5月23日
5月22日
5月21日
5月21日
5月18日
5月14日
5月14日
5月14日
5月11日
5月10日
5月9日
5月9日
5月9日
5月9日
5月9日
5月8日
5月8日
5月7日

件名
平成30年度よろず支援拠点の利用者満足及び認知度調査業務に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年6月11日
「ものづくり連携マニュアル（仮称）作成業務」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年6月12日
「小規模企業共済 契約者周知用封筒」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月8日
「小規模企業共済 契約者周知文書（兼送付状）」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月8日
平成30年度版「中小企業倒産防止共済 パンフレット（様式中901）」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月8日
平成30年度版「中小企業倒産防止共済契約申込書（様式中101）等」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月6日
平成30年度版「中小企業倒産防止共済 制度のしおり（様式中906）」作成請負
入札説明書等交付期限:2018年6月6日
「小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度に係る業務設計等支援業務」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年6月4日
平成30年度中小企業大学校東京校（宿泊棟A棟・B棟）改修工事に係る工事監理業務
入札説明書等交付期限:2018年5月29日
中小機構中部業務用車両に係る賃貸借入札
掲載期限:2018年6月1日
中小機構近畿本部中小企業大学校関西校公用車運行管理業務平成30年7月開始分
入札説明書等交付期限:2018年6月7日
「Japan Venture Awards 2019」に係る業務請負先の公募
掲載期限:2018年5月29日
平成30年度事業引継ぎ支援事業におけるポスター印刷・発送に係る請負業務
入札説明書等交付期限:2018年5月23日
国際化支援「案件管理システム」更新業務に係る請負先の公募
掲載期限:2018年5月24日
平成30年度中小企業大学校東京校管理・研修棟（1号館・ENT）LED化工事
現場説明書等交付期限:2018年5月25日
平成30年度 独立行政法人中小企業基盤整備機構 四国本部 自動車運行管理業務
入札説明書等交付期限:2018年5月28日
平成30年度「中小機構プロモーション動画」制作業務の請負先の公募
掲載期限:2018年5月21日
平成30年度中小企業大学校旭川校照明器具改修工事
現場説明書等交付期限:2018年5月22日
平成30年度中小企業大学校旭川校暖房等機械設備改修工事
現場説明書等交付期限:2018年5月22日
平成30年度中小企業大学校旭川校宿泊棟屋上防水改修等工事
現場説明書等交付期限:2018年5月22日
小規模企業共済および倒産防止共済に係る元号改定に伴う様式等（連続用紙）の印刷（2）
入札説明書等交付期限:2018年5月18日
小規模企業共済および倒産防止共済に係る元号改定に伴う様式等（連続用紙）の印刷（1）
入札説明書等交付期限:2018年5月18日
平成30年度中小企業大学校広島校空調設備改修に係る工事監理業務
入札説明書等交付期限:2018年5月15日
「海外出張における国際航空券等手配業務（本部分）」の調達に係る 業務請負先の公募
掲載期限:2018年5月17日
小規模企業共済制度の数理業務に係るアドバイザリー業務請負先の公募
掲載期限:2018年5月18日
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交付日
5月7日
5月2日
4月27日
4月17日
4月13日
4月13日
4月13日
4月13日
4月10日
4月3日
4月2日

件名
中小機構近畿本部自動車運行管理業務平成30年7月開始分
掲載期限:2018年5月23日
商工会・商工会議所の小規模事業者支援力向上要因検証調査に係る請負業務
掲載期限:2018年5月15日
事業管理等効率化のための計画策定業務の請負先の公募
掲載期限:2018年5月10日
平成30年度CEOネットワーク強化事業（ベトナム裾野産業商談会）開催に係る業務請負の公募
掲載期限:2018年4月26日
「 Rin ＋＋ （仮称）運営に係るプロモーション及び展示会出展等業務 」に係る請負先の公募
掲載期限:2018年4月20日
「平成29年度補正予算「中小企業・小規模事業者人材育成事業」」の実施に係る業務委託先の公募（業務説明会の実施について）
掲載期限:2018年4月23日
平成30年度中小企業施策普及紙「中小企業NEWS（新聞版）」に係る制作・印刷業務
入札説明書等交付期限:2018年4月23日
平成30年度官公需DBチラシ印刷および配送業務
入札説明書等交付期限:2018年4月23日
中小企業大学校旭川校「2018年度下半期講座カリキュラムのご案内」等の印刷
入札説明書等交付期限:2018年4月24日
2018年度・2019年度の職員採用活動における総合能力検査問題の提供及び採点等業務の請負先の公募
掲載期限:2018年4月12日
平成30年度中小企業大学校広島校空調設備改修に伴う電気工事
現場説明書等交付期限:2018年4月13日
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