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〇契約責任者 独立行政法人国立印刷局小田原工場長 中川 勝弘 （神奈川県小田原市酒匂６
２１）
◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 14
77 第１号パルプ裁刻機断裁部修繕 一式 購入等 一般 30.12.10 ㈱三條機械製
作所（新潟県三条市猪子場新田1300番地） 28350000円 30.10. 9 最低価格

〇契約担当役 国立研究開発法人物質・材料研究機構 総務部門長 塩原 誠志 （茨城県つくば市
千現１２１）
◎調達機関番号 802 ◎所在地番号 08
26 材料データプラットフォーム基盤システム 購入等 一般 30.11.12 キヤノン
ＩＴソリューションズ株式会社（東京都品川区東品川２４11） 907200000円 30. 8.22
最低価格
26 ＡＣＳオンラインジャーナル 購入等 一般 30.12. 4 株式会社紀伊國屋書店
水戸営業所（茨城県水戸市南町３４57） 25571528円 30. 9.25 最低価格
26 二酸化炭素等ガス可視化解析装置 購入等 一般 30.12. 4 株式会社フォトロ
ン（東京都千代田区神田神保町１105） 29241000円 30. 9.25 最低価格
26 農業環境再生システム 購入等 一般 30.12.12 ヤマト科学株式会社 筑波営
業所（茨城県つくば市東２10４） 29916000円 30.10. 3 最低価格

〇国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 調達部長 寺田 弘慈 （東京都調布市深大寺東町七丁
目44番地１）
◎調達機関番号 587 ◎所在地番号 13
14 鹿児島宇宙センター情報システム仮想インフラＨ３ロケット用のストレージの購入 購
入 一般 30.12.17 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 東京都品川区東品川２
４11 22980000円 30.11.30 最低価格

〇国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー研究開発部門 那珂核融合研究所
管理部長 木村 俊之 （茨城県那珂市向山801１）

◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08
24 ガス循環システム用共用配管の整備 一式 購入等 一般 30.11. 9 株式会社
クリハラント（大阪府大阪市北区西天満４８17） 27972000円 30. 8.28 最低価格
24 ＩＴＥＲ赤外サーモグラフィー用高温加熱装置の製作 一式 購入等 一般 
30.11. 1 日本電計株式会社（東京都千代田区外神田３５12） 36910080円 
30. 8.15 最低価格
24 グロー電極の製作 一式 購入等 一般 30.11.22 日本アドバンストテクノロ
ジー株式会社（茨城県那珂郡東海村村松字平原3129番地45） 18090000円 30. 9.10 最
低価格
26 ＩＴＥＲ ＮＢＴＦ機器試験用超高圧直流昇圧回路の製作 一式 購入等 随意 
30.11.29 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内一丁目６番６号） 82944000円 
30. 9.13 ａ「不落」

〇国立研究開発法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 反町 耕記 （兵庫県佐用郡佐用町
光都１丁目１番１号）
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
26 食堂（播磨）厨房用機器 一式 購入等 一般 30.11. 9 株式会社フジマック
東京都港区新橋５丁目14番５号 58860000円 30. 9.12 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校事務部長 馬奈木弘一
（都城市吉尾町473番地の１）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 45
14 教育用電子計算機システム 一式 借入 一般 30.11.16 富士電機ＩＴソ
リューション株式会社宮崎支店（宮崎県宮崎市江平西１３６） 512784円（月額） 
30. 8.27 最低価格

〇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 契約担当役理事 大津賀久嗣 （千葉県千葉市美
浜区若葉３丁目１番２号）
◎調達機関番号 617 ◎所在地番号 12
71、27 人事評価Ｗｅｂシステム機器の更新に伴う移行業務等及び保守業務 一式 購入等
一般 30.12. 4 ㈱ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門４２12 18921600円

30. 9.27 最低価格
57 貸倉庫による文書保管、集配等業務 一式 購入等 一般 30.11.30 ㈱キー
ペックス 千葉県千葉市中央区中央港２４４ 27896400円 30. 9.27 最低価格
13、14、24 №78 材料試験機（静岡職業能力開発促進センター） 一式 購入等 一般
30.11.19 浜松機材㈱ 静岡県浜松市中区高林５丁目３番28号 14055120円 

30. 8.17 最低価格
13、14、24 №79 材料試験機（伊勢訓練センター） 一式 購入等 一般 30.11.19
関東物産㈱ 東京都中央区日本橋１丁目５番９号 17064000円 30. 8.17 最低価格
14 人事評価Ｗｅｂシステム機器導入及び保守業務等 一式 購入等 一般 30.12.10
㈱ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門４２12 35878680円 30.10. 9 最低価

格
71、27 給与システムに係る社会保険届出様式変更等改修業務 一式 購入等 随意 
30.12.18 ＮＥＣネクサソリューションズ㈱ 東京都港区三田１４28 36854352円 
30.11.28 ｂ「排他的権利の保護」
71、27 経理システム機能改修業務 一式 購入等 随意 30.11.29 ＮＥＣネクサ
ソリューションズ㈱ 東京都港区三田１４28 63957600円 30.11. 9 ｂ「排他的権
利の保護」

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構弘前病院長 橋本 省 （青森県弘前市富野町１）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 02
71、27 複合機賃貸借 一式 借入 一般 30.12.14 ㈲エポックス 青森県弘前市
自由ヶ丘３丁目16４ 27128975円（税抜、契約期間総価） 30.10.24 最低価格

〇経理責任者 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター院長 杉浦 信之 （千葉県千葉市中央
区椿森４１２）
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 12
４、34 医療用消耗品等の管理及び供給業務委託 一式 購入等 一般 30.12.14 
㈱イノメディックス 東京都文京区小石川４丁目17番15号 2532189024円 30.10. 5 総
合評価
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