
番号 掲載場所 項目 誤 正

1 仕様書 様式4-1、4-2
nite,NLABのマークのみで「安全とあなたの未来
を支えます」の文言がない

様式１-2（住所1カ所、2カ所）にNLABマークを追
加したレイアウトに変更

<<正誤表>>
令和3年度名刺印刷役務



 

令和 3 年度 名刺印刷役務仕様書 

 

１．目的 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）の役職員が使用する名刺を

定められた様式で作成することにより、名刺の様式の不統一を防止し、対外的に機構の統一感

を示すものである。 

 

２．契約期間 

  令和 3年（２０２１年）４月１日～令和 4 年（２０２２年）３月３１日 

 

３．納入場所 

 請求書の納入先：機構 本所（〒151-0066 東京都渋谷区西原 2-49-10） 

 名刺の納入先：下記の通り。詳細な住所については、別添１参照のこと。 

様式１、様式５のものについては、機構企画管理部総務課又は発注元の支所等 

様式２のものについては、機構認定センター計画課又は発注元の支所等 

様式３のものについては、機構バイオテクノロジーセンター業務企画管理課 

様式４のものについては、機構国際評価本部蓄電池評価センター 

 

４．納入方法 

 発注後、発注日を除く 7開庁日以内に、１００枚毎、ケースに印刷した名刺を入れて納入す

ること。なお、納入時間帯は午前９時３０分より午後５時までとする。ただし、緊急を要する場

合にはその都度、機構企画管理部総務課の名刺担当職員（以下、「担当職員」という。）と打

合せをして調整を行うこととする。 

 

５．仕様 

（１）請負内容 

別添２の様式１－１～５のとおり、組織ロゴ、組織名、支所名、部課室名、役職名（学位等

を含む。）、氏名（ふりがなの記入が可能であること。）、住所、郵便番号、電話番号、FAX

番号、E-mail アドレス、URL 等を印刷し、名刺を作成する。名刺印刷のために必要となる組

織ロゴ等の紙及び電子データは、担当職員より貸与するものとする。 

名刺の作成は、１００枚を一単位とする。名刺用紙は、国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律（平成１２年法律第１００号）第６条による「環境物品等の調達の推進に関

する基本方針」の基準を満たすこと。なお、名前等は発注の度に別途通知するものとする。 

 

（２）予定数量及び紙質等内容 

各様式の名刺年間の発注予定数量は下記の通りである。また、発注予定数量の５分の１につ

いては再版を予定する。 

紙質等：１枚あたり厚さ０．２㎜以上及び四六判サイズにおいて連量１７０㎏以上の再生

紙とする。 

サイズ：全様式 ９１*５５（㎜）とする。 

様式：別添２の通り。様式１～５に使用するロゴ等は機構が提供するものを使用するこ



と。 

 

【発注予定数量】 

様式１－１         １００箱／年 

様式１－２         ３００箱／年 

様式２－１及び様式２－２  １００箱／年 

様式３－１及び様式３－２   ５０箱／年 

様式４－１及び様式４－２   ３０箱／年 

    様式５                        ６０箱／年 

 

（３）発注方法等 

① 受注者は、機構の各部門の名刺発注担当者（以下、「発注担当者」という。）から名

刺発注の依頼を受けた後、速やかに名刺データを作成し、発注担当者へ当該データの確認

を依頼すること。また、発注担当者から名刺の記載内容について校正依頼を受けた場合

は、速やかに校正作業を行い、発注担当者の承認を得た上で納品すること（⑤の場合を除

く。）。 

② 受注者は、名刺データの校正作業に関して、可能な限り、発注担当者の要望に応える

こと。名刺印刷のシステム上、その要望に対応出来ない場合は、速やかに担当職員及び発

注担当者にその旨を報告すること。 

③ 請求書の送付先は、本所の担当職員へ提出することとし、本所及び各支所納入分を一

括した請求書を提出すること。 

④ 名刺を納品する際にかかる輸送費等の費用は、その一切を受注者が負担すること。 

⑤ 機構が名刺の発注依頼を行う際は、インターネットを利用したオンライン発注システ

ム（以下「発注システム」という。）を利用できること。発注システムに関しては以下に

記載する事項を遵守すること。  

・発注システムの導入時には、担当職員へ事前に協議を行い、承認を得ること。 

・発注システムの導入時には、導入にかかる具体的な期間について、担当職員へ報告する

こと。 

・発注システム導入時に、各様式に定めるデザインのテンプレートを作成し、担当職員の

承認を得た上で、発注システムに登録すること。 

・発注システムの導入時には、必要に応じて、当該システム導入日の前後１週間以内に当

該システムの操作方法について、１回以上説明会を開催すること。また、説明会を実施

する上で必要となる資料及び発生する印刷物等の費用については、受注者がその一切を

負担すること。 

・発注システムの導入後、デザインや機構内の組織変更等が生じた際には、可能な限り、

変更作業に応じること。 

・発注システムへの同時アクセスが可能であり、各支所からの発注が可能であること。 

・発注担当者による承認を得た上で発注できる機能を有していること。 

・発注担当者による差し戻し機能を有していること。 

・既に作成済みである名刺データを複写できること。 

・発注した名刺の発注履歴が確認できること。また、その履歴を一覧表として印刷できる

こと。 



・名刺に記載する役職や住所等がプルダウン設定で登録できること。 

・発注システム上で作成した名刺のプレビューが確認できること。 

・発注システムの操作方法について、少なくとも１０時から１７時までメールや電話での

応対可能な窓口を有していること。 

・発注システムは、システムメンテナンスを除き、２４時間３６５日利用出来ること。 

・本役務の業務の全部又は主要な部分の業務を第三者に委任し又は請け負わせることは禁

止とする。 

 

（４）セキュリティ 

受注者は、以下に記載する事項の全てを遵守すること。 

①受注者は本契約に関して、機構が開示した情報（公知の情報等を除く。）を本契約の目的

以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措

置を講じなければならない。 

②プライバシーマーク認証（JIS Q 15001）又は情報セキュリティマネジメントシステム認証

（ISMS）を取得していること。 

③個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱事業者の義務を遵守するための内部

規定を有すること。 

④本役務のために担当職員から貸与された紙媒体や電子媒体を､担当職員の許可なく複製して

はならない｡ 

⑤本役務を終了又は契約解除する場合､担当職員から貸与された紙及び電子データを、速やか

に担当職員に返却又は削除すること｡その際､担当職員に返却又は削除した旨を記載した証明

書を速やかに提出すること｡ただし、本役務の請負期間後も引続き同内容の役務を機構から

契約がなされる場合はこの限りではない。 

⑥本役務において､機構が提供した情報（公知の情報等を除く。）が侵害及び漏えいの恐れを

発見した場合は､速やかに担当職員に報告を行い､原因究明及びその対処方法等について担当

職員の指示に従い実施すること｡ 

⑦本役務に係る作業で取扱うデータ及び情報システムの取扱いには十分注意を払うこと｡ 

⑧通信経路は SSL による暗号化を行うこと。 

⑨インターネットからのウィルスや不正侵入に対応するため、ファイアーウォール等の機能

を有していること。 

⑩IP アドレスによるアクセス制限が可能であること。 

 

６．契約の解除 

納入された名刺について、誤植等が頻発した場合、機構は書面による改善要求を行う。更

に、書面による２回の改善要求にもかかわらず誤植等の頻度が改善されない場合は、無条件で

契約解除を行うこととする。 

 

７．その他 

（１）本契約期間中に担当職員から名刺様式について提案を受けた場合、受注者は、可能な限

りそれに応じ、名刺データを作成すること。 

なお、当該データの作成にかかる費用については、無償で対応するものとする。 

（２）当該仕様書において不明な点その他疑義が生じた場合、担当職員と協議の上、決定するも



のとする。 

 

以上 

 



別添１ 

・名刺の納入先 

事業所名 住所 

本所 東京都渋谷区西原 2-49-10 

北海道支所 北海道札幌市北区北八条西 2-1-1 

東北支所 宮城県仙台市宮城野区東仙台 4-5-18 

燃焼技術センター 群馬県桐生市堤町 3-7-4 

バイオテクノロジーセンター 

（木更津市） 

千葉県木更津市かずさ鎌足 2-5-8 

北陸支所 石川県金沢市西念 3-4-1 

大阪事業所 大阪府大阪市住之江区南港北 1-22-16 

中部支所 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-1 

中国支所 広島県広島市中区八丁堀 6-30 

四国支所 高松県高松市寿町 1-3-2 

九州支所 福岡県福岡市南区塩原 2-1-28 



                                                                           別添２ 

様式１－１ 

片面（日本語のみ  住所１箇所） 

 

 

 

 

様式１－１ 

片面（日本語のみ  住所２箇所） 

 

 

 

 



様式１－２ 

両面（日本語・英語 住所１箇所） 

 

 

 

 

YAMADA Taro,Ph.D. 

2-49-10 Nishihara,Shibuya-ku,Tokyo 151-0066,JAPAN 



様式１－２ 

両面（日本語・英語 住所２箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAMADA Taro,Ph.D. 

Tokyo 151-0066,JAPAN 
2-49-10 Nishihara,Shibuya-ku, 



様式２－１ 

両面（日本語・英語）ｉｌａｃ－ＭＲＡ ロゴ入り 学位なし 

 

 
 

      

YAMADA Taro 

 



様式２－１ 

両面（日本語・英語）ｉｌａｃ－ＭＲＡ ロゴ入り 学位あり 

 

 
 

  Chief 

YAMADA Taro Ph.D. 

 



様式２－２ 

両面（日本語・英語）ｉｌａｃ－ＭＲＡ ロゴなし 学位なし 

 

 

 

YAMADA Taro 

 



様式２－２ 

両面（日本語・英語）ｉｌａｃ－ＭＲＡ ロゴなし  学位あり 

 

 
 

Chief 

YAMADA Taro Ph.D. 

 



様式３－１ 

両面（日本語・英語 住所１箇所）ＩＳＯ９００１ ロゴ入り 

 

 

YAMADA Taro Ph.D. 

Biological Resource Center, NITE (NBRC) 



様式３－１ 

両面（日本語・英語 住所２箇所）ＩＳＯ９００１ ロゴ入り 

 

 

Fax 

YAMADA Taro Ph.D. 

Biological Resource Center, NITE (NBRC) 



様式３－２ 

両面（日本語・英語 住所１箇所）ＩＳＯ９００１ ロゴなし 

 

 

 主任 

YAMADA Taro Ph.D. 

Biological Resource Center, NITE (NBRC) 



様式３－２ 

両面（日本語・英語 住所２箇所）ＩＳＯ９００１ ロゴなし 

 

Fax 

 主任 

YAMADA Taro Ph.D. 

Biological Resource Center, NITE (NBRC) 



 様式４－１ 

両面（日本語・英語 住所１箇所） 

 

 

 

 

YAMADA Taro,Ph.D. 

2-49-10 Nishihara,Shibuya-ku,Tokyo 151-0066,JAPAN 



様式４－２ 

両面（日本語・英語 住所２箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YAMADA Taro,Ph.D. 

Tokyo 151-0066,JAPAN 
2-49-10 Nishihara,Shibuya-ku, 



様式５ 

両面（裏面バーコード） 

 

 


