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〇支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 横内 憲二 （東京都千代田区永田町１
６１）
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
73 平成29年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「経済イ
メージの向上」（領土・主権展示館に係る広報）一式 購入等 随意 30. 1.25 ㈱博報堂
（東京都港区赤坂５３１） 9665568円 ｂ「排他的権利の保護」
73 平成29年度国際広報キャンペーンテーマに係る広報の実施業務 広報テーマ：「我が国の
平成29年度の戦略的メッセージの理解促進・浸透」（雑誌媒体、テレビ媒体を活用した発信及び動画
デジタル拡散）一式 購入等 随意 30. 1. 5 ㈱電通（東京都港区東新橋１８１）
111747600円 ｂ「排他的権利の保護」

〇支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 鶴代 隆造 （東京都千代田区霞が関２
１２）
◎調達機関番号 009 ◎所在地番号 13
15、28 空中線共用器（ＩＰＲ形）125式 購入等 一般 30. 1.24 ㈱日立国際八
木ソリューションズ 東京都小平市回田町393 307800000円 29.10.24 総合評価
26 電気の供給 １式 購入等 一般 30. 2. 2 ＪＸＴＧエネルギー㈱ 東京都千
代田区大手町１１２ 103593223円 29.11.29 最低価格
15、28 八木形空中線 400個 購入等 一般 30. 2.14 日本アンテナ㈱ 東京都
荒川区西尾久７49８ 16092000円 29.12. 6 最低価格

15、28 無指向性形空中線 135個 購入等 一般 30. 2.23 日本電業工作㈱ 東
京都千代田区神田神保町１14１ 65880000円 29.12. 6 総合評価
26 電気の供給 １式 購入等 一般 30. 2.28 ㈱パネイル 東京都千代田区大
手町１５１ 38522527円 29.12.25 最低価格

〇支出負担行為担当官 法務省大臣官房会計課長 田野尻 猛 （東京都千代田区霞が関１１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
26 中央合同庁舎第６号館で使用する電気 契約電力6200kW 年間予定使用電力量
17936000kWh 購入等 一般 30. 2. 9 東京電力エナジーパートナー株式会社（東京
都千代田区内幸町１１３） 282876914円 29.12.19 最低価格 305918914円
26 大コンメンタール刑法［第三版］第３巻 1923部ほか 購入等 一般 30. 2.13
株式会社三省堂書店（東京都千代田区神田神保町１１） 55599073円 29.12.18 

最低価格 61966221円
14 デジタルフォレンジックソフトウェア等の供給 一式 購入等 一般 30. 2.13
株式会社ライオン事務器（東京都中央区東日本橋２2414） 39420000円 29.12.20
最低価格 41792436円
14 認証機 92台 購入等 一般 30. 2.14 エイム販売株式会社（東京都目黒区目
黒本町３２16） 53654400円 29.12.21 最低価格 54572486円
26 登記情報センター船橋分室で使用する電気 契約電力878kW 年間予定使用電力量
6884757kWh 購入等 一般 30. 2.15 東京電力エナジーパートナー株式会社（東京
都千代田区内幸町１１３） 106476932円 29.12.25 最低価格 119764229円
14、71、27 登記情報システムの保守用機器等の賃貸借 一式 借入 一般 30. 2.16
株式会社ＪＥＣＣ（東京都千代田区丸の内３４１） 2076123960円 29.12.26 

総合評価 2078087400円
26 法務省浦安総合センターで使用する電気 契約電力900kW 年間予定使用電力量
2019300kWh 購入等 一般 30. 2.16 東京電力エナジーパートナー株式会社（東京
都千代田区内幸町１１３） 35983996円 29.12.25 最低価格 39592996円
14、71、27 ＩＣ旅券対応・出入国審査等旅券自動読取装置の供給 一式 購入等 一般
30. 2.23 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社（東京都中央区銀座

８21１） 202479480円 30. 1.25 総合評価 211403520円

〇支出負担行為担当官 高松高等検察庁検事長 小川 新二 （香川県高松市丸の内１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 37
75 高松法務合同庁舎常駐警備業務一式 購入等 一般 30. 2.28 フジガード株式
会社（香川県高松市田村町452５） 12748900円 30. 2. 7 最低価格 15415920円
75 高松法務合同庁舎設備管理業務一式 購入等 一般 30. 2.28 大成有楽不動産
株式会社（東京都中央区京橋３丁目13番１号） 12000000円 30. 2. 7 最低価格 
15793705円

〇支出負担行為担当官 東京地方検察庁検事正 甲斐 行夫 （東京都千代田区霞が関１１１）
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
26 立川第二法務総合庁舎で使用する電気 予定契約電力380kW 予定使用電力量1209000
kWh 購入等 一般 30. 2. 7 丸紅新電力株式会社（東京都中央区日本橋２７１）
21716892円 29.12.15 最低価格 26475331円

〇支出負担行為担当官 衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱 二階堂 豊 （東京都千代田
区永田町１７１）
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
75 衆議院清掃業務 一式 購入等 一般 30. 2.16 株式会社サンメンテナンス
大阪府大阪市中央区常盤町２２５ 57769200円 29.11.27 最低価格
26 衆議院国会議事堂外５か所で使用する電気 購入等 一般 30. 2.20 東京電力
エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１１３ 405654333円 29.12.25
最低価格
２ 自動車用ガソリン等 一式 購入等 一般 30. 2.27 富士鉱油株式会社東京支
店 東京都港区麻布十番１９１ 23792394円 30. 1. 5 最低価格

落 札 者 等 の 公 示

次のとおり落札者等について公示します。
平成 30 年４月 11 日

［掲載順序］
品目分類番号 調達件名及び数量 調達方法 契約方式 落札決定日（随意契約の場合
は契約日） 落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 落札価格（随意契約の場合
は契約価格） 入札公告日又は公示日 随意契約の場合はその理由 指名業者名（指名競争
入札の場合） 落札方式 予定価格
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