

令和  年  月  日

月曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

〇契約担当役 独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 佐藤
剛 （愛知県名古屋市中区錦
三丁目５番27号）
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 23
21 令和３年度独立行政法人都市再生機構中部支社におけるルームエアコンディショナの購入
1350台（予定） 購入等 一般  3. 3.12 日立グローバルライフソリューションズ株
式会社 東京都港区西新橋二丁目15番12号 60210150円  2.12.22 最低価格
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東京支社管内における電気需給契約（2021年度）

電力供給区域）
3. 2. 8

受電所数

年間予定使用電力量

九電みらいエナジー株式会社

1001361438円（税込）
26

68

 2.10.28

一般



福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号



最低価格

1245790497円（税込）

東京支社管内における電気需給契約（2021年度）

電力供給区域）
3. 2. 8

受電所数

74

株式会社ホープ

［電気需給単位］東京支社管内（東京

約62800000kWh 購入等

年間予定使用電力量

［電気需給単位］東京支社管内（中部

約80000000kWh 購入等

福岡県福岡市中央区薬院１14５薬院ビル

一般



1218145791円

〇契約担当役 独立行政法人住宅金融支援機構財務企画部長
德 光男 （東京都文京区後楽１
（税込）  2.10.28 最低価格 1527873295円（税込）
４10）
◎調達機関番号 608 ◎所在地番号 13
75 本店ビルの清掃業務委託 購入等 一般  3. 2. 8 キョウワプロテック株式会 〇中日本高速道路株式会社 八王子支社 支社長 湯川 保之 （東京都八王子市宇津木町231）
社 福島県福島市五月町３20 39336000円  2.12.15 最低価格
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
71、27 Ｗｅｂマニュアルシステムの構築及び運用保守に関する委託業務 購入等 一般
26 八王子支社管内における電気需給契約（2021年度）
（八王子保全・サービスセンター、大月
 3. 2.16  北 電 情 報 シ ス テ ム サ ー ビ ス 株 式 会 社 富 山 県 富 山 市 桜 橋 通 り ３  １ 
保全・サービスセンター、甲府保全・サービスセンター） 購入等 一般  3. 2.12 九
316800000円  2.12. 7 最低価格
電みらいエナジー株式会社（福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号） 740655309円 
26 住宅金融支援機構本店ビルの電力の調達 購入等 一般  3. 2.18 株式会社
2.11.16 最低価格
ホープ 福岡県福岡市中央区薬院１14５ 33636800円  2.12.25 最低価格
26 八王子支社管内における電気需給契約（2021年度）
（松本保全・サービスセンター） 購
71、27 債権管理を補助するシステムの改正等対応開発及び保守・運用 購入等 一般
入等 一般  3. 2.12 中部電力ミライズ株式会社（愛知県名古屋市東区東新町１番地）
 3. 2.25 ＥＳＫ株式会社 東京都大田区山王１44８ 11000000円  2.12.25 
最低価格
183190272円  2.11.16 最低価格
71、27 テレワーク仮想パソコン用のDocuWorks９等ライセンス購入 購入等 一般
 3. 2.19 富士電機ＩＴソリューション株式会社 東京都千代田区外神田６1512  〇契約責任者 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 宮池 克人 （愛知県名古屋市中区錦
19200500円  3. 2. 4 最低価格
２1819）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
〇契約責任者 東日本高速道路株式会社関東支社長 良峰
透 （埼玉県さいたま市大宮区桜木町
74 令和３年度 収受金警送等業務 購入等 随意  3. 3.16 総合警備保障株式会
１1120）
社 愛知県名古屋市西区枇杷島２６28
142921588円  3. 2.10 ｄ「互換性」
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
41 首都圏中央連絡自動車道 牛久高架橋（鋼上部工）工事 購入等 一般  3. 3.10
株式会社横河ブリッジ（千葉県船橋市山野町27番地） 8863800000円  2. 9.29 総 〇首都高速道路株式会社 代表取締役社長 宮田 年耕 （東京都千代田区霞が関１４１）
合評価
◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
71、27 交通管制システム運用業務2021 一式 購入等 随意  3. 3.16 東芝イン
〇契約責任者 東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 小畠
徹 （東京都千代田区霞が関
フラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 170075400円  3. 2.10 
３３２）
ｄ「互換性」
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 13
73 「令和２年度ＣＳＲ活動新聞広告業務」一式 購入等 随意  3. 3. 5 株式会
社博報堂 東京都港区赤坂５３１ 41119100円  3. 1.19 ｂ「技術的理由による競 〇国立研究開発法人 国立環境研究所 理事長 木本 昌秀 （茨城県つくば市小野川16２）
◎調達機関番号 812 ◎所在地番号 08
争の不存在」
73 「令和３年度 企業・事業理解広報業務」一式 購入等 随意  3. 3.16 株式
26 令和３年度国立研究開発法人国立環境研究所大口ガス供給契約 購入等 一般 
会社博報堂 東京都港区赤坂５３１ 863173898円  3. 1.19 ｂ「技術的理由による
3. 2.18 東京瓦斯株式会社（東京都港区海岸１５20） 129089700円  2.12.15 
競争の不存在」
最低価格
〇中日本高速道路株式会社 東京支社長 中井 俊雄 （東京都港区虎ノ門４３１）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
78 愛知県・静岡県内高濃度ＰＣＢ含有安定器処分作業（特別管理産業廃棄物）処理委託 一
式 購入等 随意  3. 2.10 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 福岡県北九州市若松区
響町一丁目62番24 1771358204円  3. 1.15 ｂ「技術的理由による競争の不存在」 
1772792252円（税込）
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令和３年度国立研究開発法人国立環境研究所

契約

購入等

一般

の葉キャンパスＫＯＩＬ）
71、27

 3. 2.25

水環境保全再生研究ステーション電気供給

ゼロワットパワー株式会社（千葉県柏市若柴178４柏

27712795円

 2.12.23

最低価格

令和３年度ＧＯＳＡＴデータ処理運用施設運転及び管理業務

3. 2.18
 2.12.21

購入等

日鉄ソリューションズ株式会社（東京都港区虎ノ門１17１）
最低価格

一般

60192000円



