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〇分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長 永野
格 （東京都北区十条
23 ベッドパッド 242枚 購入等 随意 30.12.13 ㈱装備開発機構 東京都千代
台１５70）
田区飯田橋４２１岩見ビル６階 943509円 30. 9.26 ａ「不落」
７ 軽量化係留索 7100ＭＲ 購入等 随意 30.11.27 ㈱装備開発機構 東京都
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
千代田区飯田橋４２１岩見ビル６階 84240000円 30. 9.26 ａ「不落」
３ フタル酸樹脂系塗料用シンナー（18ＬＩ缶）52596ＬＩ 購入等 一般 30.12.14
大伸化学株式会社 東京都港区芝大門１９９ 8204976円 30.10.25 最低価格
３ 鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）2314ＯＤ色（４ＫＧ缶）16240 〇国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当理事 田尻 信行 （東京都小金井市貫井北町４
２１）
ＫＧ 購入等 一般 30.12.14 トーエイ株式会社 東京都新宿区四谷２５17 
◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
9094400円 30.10.25 最低価格
71、27 クラウドシステム管理ソフトウェア開発 一式 購入等 一般 30.11. 2 
３ 鉛・クロムフリー外部用フタル酸樹脂エナメル（半つや）2801白（16ＫＧ缶）1200Ｋ
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ 東京都江東区新木場１18７ 49971600円 
Ｇ 購入等 一般 30.12.14 トーエイ株式会社 東京都新宿区四谷２５17 
30. 8.28 総合評価
1908000円 30.10.25 最低価格
15、28 地域データ集配信型統合IoT無線ルータ 一式 購入等 随意 30.11.14 
３ クーラント，通年用（18ＬＩ缶）99216ＬＩ 購入等 一般 30.12.14 大伸化
学株式会社 東京都港区芝大門１９９ 16469856円 30.10.25 最低価格
㈱日新システムズ 京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町293１ 39852000円 
30. 9.27 ｄ「互換性」
〇分任支出負担行為担当官 航空自衛隊第４補給処調達部長 小林 昭洋 （埼玉県狭山市稲荷山
71、27 第５世代移動通信システム総合評価装置 屋内環境周波数共用評価シミュレータ部
２３）
一式 購入等 随意 30.11. 5 ㈱ビットマイスター 埼玉県さいたま市浦和区岸町７
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 11
11２ 松栄浦和ビル201 22680000円 30.10.15 ｄ「互換性」
14 自動細断機Ⅰ型 125ＥＡ 購入等 一般 30.11.27 株式会社日本ホップス
〇独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 植嶋 卓巳 （東京都千代田区二番町５番地25
東京都板橋区幸町38号１号 21870000円 30.10.24 最低価格
二番町センタービル）
３ 融氷液２種 58000ＬＩ 購入等 随意 30.11.19 株式会社クロサカ 東京都
◎調達機関番号 567 ◎所在地番号 13
千代田区神田神保町１27７ 14344560円 ｃ「緊急性」
71、27 人材データベースシステムの共通サーバ基盤への移管に向けた影響調査業務 一式
３ 融氷液２種外１品目 購入等 一般 30.12.11 株式会社クロサカ 東京都千代
購入等 随意 30.11.16 富士通株式会社（東京都港区東新橋一丁目５番２号） 
田区神田神保町１27７ 43775640円 30.11.30 最低価格
18609480円 30.10.26 ｂ「技術的理由による競争の不存在」
〇支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 中嶋浩一郎 （沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290９）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
〇支出負担行為担当官 独立行政法人国際交流基金関西国際センター副所長 契約担当職 金井
42 シュワブ（Ｈ30）ジュゴン監視等業務 購入等 随意 30.11. 7 いであ株式会
篤 （大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北３14）
社 沖縄県那覇市安謝２６19 922320000円 30. 7.19 ｂ「技術的理由による競争の ◎調達機関番号 573 ◎所在地番号 27
不存在」 926630152円
93 第23回・25回・27回日本語パートナーズ” 派遣前研修 現地語研修に係る業務委託（対
象言語：インドネシア語・ベトナム語・英語・ラオス語・台湾華語・マレー語） 役務の提供等
〇分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 内田 雄三 （東京都新宿区市谷本
一般 26394825円 30.10.17
村町５１）
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
〇独立行政法人造幣局 理事 橋本
徹 （大阪市北区天満１１79）
23 タオルケット，９形 537枚 購入等 随意 30.12.18 東洋紡㈱ 大阪府大阪 ◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
市北区堂島浜二丁目２番８号 2308241円 30. 9.26 ａ「不落」
10 ニッケル地金 25ｔ 購入等 一般 30.11. 1 阪和興業㈱（大阪市中央区伏見
23 タオルケット，９形 2568枚 購入等 随意 30.12.18 東洋紡㈱ 大阪府大
町４３９） 39960000円 30.10. 4 最低価格
26 産業用及び業務用電力の調達（さいたま支局） 契約電力690kW 予定使用電力量
阪市北区堂島浜二丁目２番８号 11038291円 30. 9.26 ａ「不落」
6758100kWh 購入等 一般 30.11. 2 東京電力エナジーパートナー㈱（東京都千代
23 タオルケット，９形 1000枚 購入等 随意 30.12.18 東洋紡㈱ 大阪府大
田区内幸町１１３） 106029907円 30. 9.10 最低価格
阪市北区堂島浜二丁目２番８号 4298400円 30. 9.26 ａ「不落」
23 ベッドパッド 830枚 購入等 随意 30.12.13 ㈱装備開発機構 東京都千代
12 金型製作機 １台 購入等 一般 30.11.13 ㈱アリス（神戸市東灘区住吉山手
田区飯田橋４２１岩見ビル６階 3236004円 30. 9.26 ａ「不落」
６９17） 54623754円 30. 9.18 最低価格
23 ベッドパッド 5619枚 購入等 随意 30.12.13 ㈱装備開発機構 東京都千
12 旋盤 １台 購入等 一般 30.11.13 ㈱宏栄山本（京都市上京区智恵光院通寺
代田区飯田橋４２１岩見ビル６階 21907357円 30. 9.26 ａ「不落」
之内下る古美濃部町185） 22647600円 30. 9.18 最低価格
23 ベッドパッド 600枚 購入等 随意 30.12.13 ㈱装備開発機構 東京都千代
71、27 デザイン用ハードウェア借上及び保守業務 一式 購入等 一般 30.11.15
日立キャピタル㈱（東京都港区西新橋１３１） 31428000円 30. 9.21 最低価格
田区飯田橋４２１岩見ビル６階 2339280円 30. 9.26 ａ「不落」

