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〇経理責任者 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 総務部長 藤原 浄明 （茨城
県つくば市観音台３１１）
◎調達機関番号 818 ◎所在地番号 08
78 コバルト60線源引き取り業務 一式 購入等 一般 31. 1. 8 丸紅ユティリ
ティ・サービス株式会社 東京都千代田区一ツ橋１１１ 58320000円 30.11.12 最
低価格

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば中央第五事業所研究業務推進部長 小林
良三 （茨城県つくば市東１１１）

◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
24 ナノ機械物性高速イメージング装置 一式 購入等 一般 30.12. 5 株式会社
東陽テクニカ（東京都中央区八重洲１１６） 22622760円 30.10.12 最低価格

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくば中央第六事業所研究業務推進室長 真中
民雄 （茨城県つくば市東１１１）

◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
24 Ｘ線照射装置 一式 購入等 一般 30.12.12 家田化学薬品株式会社（東京都
中央区日本橋室町４３４） 16999200円 30.10.22 最低価格
24、71、27 モーション付ドライビングシミュレータの運転操作系の改修 一式 購入等
随意 30.12.10 三菱プレシジョン株式会社（東京都江東区有明３５７） 
18360000円 30.11.19 ｄ「互換性」

〇株式会社商工組合中央金庫 管理部長 原田 芳憲 （東京都中央区八重洲２丁目10番17号）
◎調達機関番号 426 ◎所在地番号 13
71、27 ホストＣＰＵ関連機器の特別整備 購入等 随意 30.12.25 ㈱日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目６番１号 37052600円 ｄ「互換性」
71、27 為替システム代替にかかる対応について 購入等 随意 31. 1. 9 富士通
㈱ 東京都港区東新橋一丁目５番２号 62080000円 ｄ「互換性」
71、27 グループウェア（ＳＨｉＰＳ）の機器代替等に伴う対応 購入等 随意 
30.12.28 ㈱日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番１号 72335356円 ｄ「互換
性」

〇契約職 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所長 柳原 優登 （札幌市豊平区平岸１条
３丁目１番34号）
◎調達機関番号 809 ◎所在地番号 01
26 寒地土木研究所本庁舎外で使用する電気の購入（単価契約） 購入等 一般 
31. 1.24 北海道電力株式会社（札幌市中央区大通東１丁目２番地） 58616657円 
30.11.27 最低価格 61087341円

〇独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約担当役 大阪支社長 渡邉 修 （大阪府
大阪市淀川区宮原３５36）
◎調達機関番号 565 ◎所在地番号 27
18 北陸新幹線、作業用備品（鉄製トロ他）調達 購入等 一般 30.12.13 三東株
式会社 愛知県豊橋市中原町字平山33１ 404297000円 30.10.22 最低価格

〇契約責任者 西日本高速道路株式会社 中国支社 支社長 小橋 慶三 （広島市安佐南区緑井
２26１）
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 34
17 広島高速道路事務所 法令違反車両取締用バス購入 法令違反車両取締用バス １台 
購入等 一般 31. 1.11 広島日野自動車株式会社 広島県広島市安芸区船越南２７４
17820000円 30.10.29 最低価格
５ 平成30年度 中国支社管内（特定更新等）樹脂製仮設防護柵購入 樹脂製仮設防護柵 約
2300ｍ 車線分離標 約20基 視線誘導標 約1700基 購入等 一般 31. 1.22 株式
会社日本パーカーライジング広島工場 広島県広島市中区大手町２８４ 42626639円 
30.11. 5 最低価格
９ 平成30年度 中国支社管内（特定更新等）コンクリート基礎式仮設防護柵購入 コンクリー
ト基礎式仮設防護柵（片面）約5200ｍ コンクリート基礎式仮設防護柵（両面）約12000ｍ 購
入等 一般 31. 1.23 株式会社アマノ 広島県尾道市東尾道４１ 622035288円 
30.11. 5 最低価格

〇国立研究開発法人 国立環境研究所 理事長 渡辺 知保 （茨城県つくば市小野川16２）
◎調達機関番号 812 ◎所在地番号 08
26、31 エコチル調査学童期検査使用物品１式 賃貸借 購入等 一般 31. 1. 7 
オリックス・レンテック株式会社（東京都品川区北品川５５15） 167966784円 
30.11. 9 最低価格
14 国立環境研究所法人包括ソフトウェアライセンス 一式 購入等 一般 30.12.28
株式会社大塚商会（東京都千代田区飯田橋２丁目18番４号） 80113017円 30.11. 7

最低価格

〇契約責任者 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 総務部長 村岡 勝 （東京都港区三
田３1312）
◎調達機関番号 558 ◎所在地番号 13
71、27 在日米軍従業員管理システム等の再構築 一式 購入等 一般 30.12.21 
株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１６６ 1139400000円 30.10. 1 総合
評価

〇国立大学法人北海道大学総長職務代理 笠原 正典 （札幌市北区北８条西５丁目）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
22、31 心臓用超音波診断装置 一式 購入等 一般 30.12.11 株式会社竹山（札
幌市中央区北６条西16丁目１番地５） 31114800円 30. 9.18 総合評価

〇国立大学法人東北大学理事 植木 俊哉 （仙台市青葉区片平２１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 04
71、27 American Chemical Society（ＡＣＳ）提供電子リソースの利用 一式 購入等
一般 30.12.14 丸善雄松堂株式会社仙台支店（宮城県仙台市青葉区一番町二丁目10番17号）
16846719円 30.10. 1 最低価格
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