
契 約 書          

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構  契約担当役 柳樂 晃洋（以下「甲」という。）と   

（以下「乙」という。）とは、カラー複合機等の賃貸借・保守業務及び ID カ 

ード認証・ログ収集システム構築業務一式（以下「業務」という）について、次の条項によ

り契約を締結する。 

 

 

記 

 

 

１．契 約 件 名          カラー複合機等の賃貸借・保守業務及び ID カード認証・ログ収集シ

ステム構築業務一式（以下「業務」という） 

 

２．契 約 金 額          （１）ログ収集システム初期構築費用     円 

            （内消費税額及び地方消費税額    円）  

（２）ログ収集システム用ノート型 PC の保守料金  

令和２年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

令和３年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

令和４年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

令和５年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

令和６年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

令和７年度月額  金     円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

          (３）カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタの保守料金は別表

１に定める金額とする。 

（４）賃貸借費用 月額  金     円 

（カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタ、ログ収集システム

用ノート型 PC）  

（内消費税額及び地方消費税額     円） 



(５）搬入及び設置、撤去等費用金    円 

（内消費税額及び地方消費税額      円） 

 

消費税額および地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２

９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づ

き、契約金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

 

３．契約保証金      甲は乙に対し、契約保証金を免除する。 

 

４．契約期間    契約締結の日から令和８年２月２８日 

 

＜賃貸借について＞ 

 

（契約の内容） 

第１条 乙は、上記契約件名に掲げる物件（以下「賃貸借物件」という。）を甲に賃貸

借し、甲はその対価として上記２．契約金額（４）に定める月額を支払うものとする。 

 

（賃貸借期間） 

第２条 賃貸借期間は、令和３年２月６日から令和８年２月２８日までとする。 

 

（賃貸借物件の納品） 

第３条 乙は、第２条に定める賃貸借期間に使用できるように、別添仕様書別紙２に掲げる

場所へ賃貸借物件の搬入及び設置を行うものとする。 

 

（賃貸借物件の撤去） 

第４条 乙は、第２条に定める賃貸借期間終了後又は甲が乙に対して契約終了の意思表示

を伝えた場合は、甲乙協議の上、撤去日を定め賃貸借物件の撤去を行うものとする。 

 

（検収） 

第５条 甲は、第３条に定める納品後、検収を行うものとする。 

２  甲は前条に定める撤去後、検収を行うものとする。 

 

（契約金額の請求） 

第６条 乙は、上記２．契約金額（４）に定める月額を当該月の末日以降に甲に請求するも

のとする。 

２  乙は前条第１項及び第２項に定める検査終了後、上記２．契約金額（５）に定める搬入



及び設置、撤去費用を甲に請求するものとする。 

 

（賃貸借物件の使用及び管理） 

第７条  甲は、賃貸借物件を本来の用法に従い使用し、善良な管理者の注意をもって管理

するものとする。 

 

（賃貸借物件の譲渡等の禁止） 

第８条  甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして

賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。 

２  第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙

の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張し

てその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。 

 

（賃貸借物件の滅失・棄損） 

第９条  賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い乙

の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲

は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。 

 

（契約の内容に適合しない場合の措置） 

第１０条 甲は、第５条第１項に規定する検査完了後に本契約書及び別添仕様書に定める

事項に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った場合、これを知った

時から１年以内にその旨を乙に通知した上で、次の各号のいずれかを選択して乙に請求

することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第２号を請

求する場合において、事前に相当の期間を定めて第１号の履行を催告することを要しな

いものとする。 

（１） 甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、修理を行うこと 

（２） 直ちに代金の減額を行うこと 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、乙に対して、前項各号の請求に加え、損害賠償請求及

び本契約の解除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知りもしくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約

不適合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適

用するものとする。 

 

＜カラー・モノクロ複合機、レーザープリンタの保守について＞ 

 

（保守の内容） 



第１１条 乙は、甲が使用する複合機が正常な状態で稼動し得るように、別添仕様書に基づ

き、保守をおこなうものとする。 

 

（保守期間） 

第１２条 保守期間は、賃貸借期間と同一とする。 

 

（契約対象物件及び設置場所） 

第１３条 保守対象物件及び設置場所は、別添仕様書別紙２のとおりとする。 

 

（保守料金） 

第１４条 保守料金は、別表１のとおりとする。 

２ 保守料金の計算期間は、月の初日から月末までの１ヶ月間とする。 

（保守料金の請求） 

第１５条 乙は、月末において甲の職員の確認を受けて、モノクロとカラー、レーザープリ

ンタそれぞれの複写機枚数を算出し、モノクロとカラー、レーザープリンタそれぞれ別表

１の単価を乗じた額の合計に消費税を乗じた額を保守料金として甲に対して請求するも

のとする。ただし、保守料金に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

２ 前項の請求額が別表２の基本料金に消費税を乗じた額を下回った場合は、基本料金に

消費税を乗じた額を請求する。 

 

（複合機、レーザープリンタの保守） 

第１６条 乙は、複合機、レーザープリンタを甲が正常な状態で使用できるように技術員を

設置場所に派遣して、点検調整を行わなければならない。 

２ 複合機、レーザープリンタが故障した場合は、甲の要請により、乙は直ちに技術員を派

遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。 

 

＜ログ収集システム構築、ログ収集システム用ノート型 PC の保守について＞ 

 

（構築、保守の内容） 

第１７条 乙は、甲が使用するログ収集システムが正常な状態で稼動し得るように、別添仕

様書に基づき構築し、ログ収集システム用ノート型 PC の保守をおこなうものとする。 

 

（保守期間） 

第１８条 保守期間は、賃貸借期間と同一とする。 

 

（検査） 



第１９条 乙は、構築業務について、令和３年２月５日までに完了させ、作業報告書により

甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。 

２ 乙は、毎月の保守業務について、報告書により甲の指定する検査職員に報告し、検査を

受けなければならない。 

３ 甲は、前２項に定める検査を行うものとする。 

４ 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（契約金額の請求） 

第２０条 乙は、構築業務について、第１９条第３項に定める検査完了後、上記２．契

約金額（１）に定める金額により支払請求書を作成する。 

２ 乙は、保守業務について、第１９条第３項に定める検査完了後、上記２．契約金額

（２）に定める月額により支払請求書を作成する。 

 

（契約金額の支払） 

第２１条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これ

を受理した日から３０日以内に契約金額を支払わなければならない。 

             ＜共通＞ 

 

（契約金額の支払） 

第２２条 甲は、第６条及び第１５条の規定により、乙の適法な支払請求書を受理したとき

は、その日から３０日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。 

 

（遅延利息） 

第２３条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わないと

きは、支払金額に対し年２．６％の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うもの

とする。 

 

（契約の解除） 

第２４条  甲は、次項に定める場合の他、やむを得ない事情があるときは、この契約を解除

することができる。 

２  甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この

場合において、甲は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を、違約金として乙から

徴収することができる。 

（１）乙が納入期限内に物品の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められる

とき。ただし乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。 

（２）乙がこの契約の解除を請求したとき。 



（３）本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐

欺その他の不正行為があったとき。 

（４）前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。 

 

（損害賠償） 

第２５条  甲及び乙は、本契約の違反により損害が生じたときは、その損害につき賠償責

任を負うものとする。 

２ 甲は、前条第２項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその

損害の賠償を請求することができる。 

３  乙は、前条第１項の規定による契約解除のため損害を受けたときは、甲の意思表示が

あった日より１０日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、令和

２年９月以降、毎月１０日までに甲が乙に対して契約終了の意思表示を伝えた場合は、こ

の限りではない。 

４  前３項の規定による損害賠償の額は、甲乙協議して定める。 

 

（権利義務の譲渡） 

第２６条  乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全

部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度

に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５

年政令第３５０号）第１条の４に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限

りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその

旨を書面により甲に届出なければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２７条  甲及び乙は、この契約の履行に関し、知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、

又は利用してはならない。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第２８条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部

を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法

第８条の２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３に



おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったと

き、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を命

じない旨の通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第

１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起さ

れたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１

項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなけ

ればならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第２９条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一

部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づ

き、請負（契約）金額（本契約締結後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変更

後の請負（契約）金額）の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わ

なければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の

２（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定

による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は

第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第

８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第３０条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、

当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（暴力団等反社会的勢力の排除） 



第３１条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙（乙が法人の場合は、代表者、役員又

は実質的に経営を支配する者。）が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運

動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力（以下「暴

力団等反社会的勢力」という。）に該当しないことを確約する。 

２ 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力

し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。 

 

（暴力団等反社会的勢力の排除による解除等） 

第３２条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、

本件契約を解除することができる。 

２ 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠

償する責を負わない。 

３ 第１項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金として契約金

額の１００分の１０に相当する金額を払う。 

 

（紛争等の解決方法） 

第３３条 本契約の履行にあたり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ

甲乙協議の上解決するものとする。 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（存続条項） 

第３４条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第２３条、第２４条第２項、第２５条、

第２７条、第３０条、第３１条、第３３条及び本条はなお有効に存続するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

    令和２年 月 日 

 

 

              甲    東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構  

契約担当役  柳 樂 晃 洋 

 

          乙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 1．保守料金 

機 種 コピー1 枚あたり料金 

複合機 
（モノクロ） 

低コピー料金        円 
モノクロコピー               円 

 
 

機 種 コピー1 枚あたり料金 

複合機 
（カラー） 

低コピー料金          円 
モノクロコピー                円 
カラーコピー                  円 

 
 

機 種 コピー1 枚あたり料金 

レーザープリンタ 低コピー料金          円 
モノクロコピー                円 

                 
 


