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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
24 平成30年度ＧＣＩＣＰＭＳ用加熱脱着装置 １式（再度公告） 購入等 一般 
31. 3.28 太陽計測株式会社（東京都大田区山王１２６） 15987877円 31. 3.14
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
75 庁舎等清掃業務 購入等 一般 31. 3.15 メトロ東京ビルメンテナンス協同組
合（東京都中央区築地二丁目４番10号） 71928800円 30.12.21 最低価格
71、27 電子入札コアシステムアウトソーシングサービス提供業務 購入等 一般 
31. 3.29 株式会社日立システムズ（茨城県水戸市南町３４14） 9780000円 
31. 2. 5 最低価格

〇独立行政法人環境再生保全機構 契約担当職 理事 廣木 雅史 （神奈川県川崎市幸区大宮町
1310番）
◎調達機関番号 589 ◎所在地番号 14
71、27 研究情報管理基盤システム（ＥＳＳ）各種機能改修・強化及び運用保守業務 購入
等 随意 31. 4. 1 テクマトリックス株式会社 東京都港区三田３丁目11番24号 
104674100円 31. 3. 5 ｄ「互換性」 104674100円

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
５、７ 制服類（フィールドジャケット消防ほか65件）（単価契約） 購入等 一般 
31. 4. 1 辰野株式会社 大阪府大阪市中央区南本町２２９ 147235082円 31. 2. 6
最低価格
５、７ 靴及び安全具類（編上靴ほか33件）（単価契約） 購入等 随意 31. 4. 2 
日洋物産株式会社 神奈川県横須賀市三春町４１８ 129672252円 31. 2. 6 ａ「不
落」

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
４ セツキシマブ（遺伝子組換え）（100mg 20mL／瓶） 1710瓶 購入等 一般 
31. 3.26 株式会社スズケン（愛知県名古屋市東区東片端町８番地） 3596184円（単価／瓶）
31. 1.11 最低価格
４ ヌシネルセンナトリウム（1263mg ５mL／瓶） 30瓶 購入等 一般 
31. 3.26 株式会社モロオ（札幌市中央区北３条西15丁目１番地の50） 922721868円（単
価／瓶） 31. 1.11 最低価格
４ ヒト（同種）骨髄由来間葉系幹細胞（72×10６個 108mL／袋） 90袋 購入等 一
般 31. 3.26 株式会社メディセオ（東京都中央区八重洲２丁目７番15号） 863676円（単
価／袋） 31. 1.11 最低価格
４ レナリドミド水和物（５mg 40カプセル／箱） 220箱 購入等 一般 31. 3.26
株式会社スズケン（愛知県名古屋市東区東片端町８番地） 36594180円（単価／箱） 

31. 1.11 最低価格

22、31 Jarvik2000 植込み型補助人工心臓システム又はこれと同等のもの 一式 購入等
一般 31. 3.20 株式会社ＳＭＣ（北海道札幌市白石区本通３丁目北６番18号） 

18570600円（単価／式） 31. 1.21 最低価格
22、31 植込み型補助人工心臓HeartMateⅡ又はこれと同等のもの 三式 購入等 一
般 31. 3.20 株式会社アクティブメディカル（東京都文京区西片１丁目15番15号） 
19157040円（単価／式） 31. 1.21 最低価格
22、31 ＥＶＡＨＥＡＲＴ２ 植込み型補助人工心臓システム又はこれと同等のもの 一式
購入等 一般 31. 4.11 株式会社ムトウ（札幌市北区北11条西４丁目１番15号） 
19315746円（単価／式） 31. 2.12 最低価格

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
78 一般廃棄物収集運搬業務 一式 購入等 随意 31. 3.11 一般社団法人札幌市
環境事業公社（札幌市中央区北１条東１丁目） 平成31年４月１日～令和元年９月30日 一般
ごみ6264円、資源化ごみ5562円、生ごみ6048円（単価／㎥）、１㎥当たりの重量が250kgを超える
ものについては2916円（単価／kg）、令和元年10月１日～令和２年３月31日 一般ごみ6380円、
資源化ごみ5665円、生ごみ6160円（単価／㎥）、１㎥当たりの重量が250kgを超えるものについて
は297円（単価／kg）（単価／式） ｂ「技術的理由による競争の不存在」
78 有害廃液の積込・運搬及び処分業務 一式 購入等 一般 31. 3.19 エア・
ウォーター物流株式会社（札幌市中央区北３条西１丁目２番地） 16418713円（単価／式）
30.12.26 最低価格
78 有害廃液構内集荷運搬等業務 一式 購入等 一般 31. 3.19 エア・ウォー
ター物流株式会社（札幌市中央区北３条西１丁目２番地） 14459428円（単価／式） 
30.12.26 最低価格
78 産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務（廃プラスチック類） 一式 購入等 一般
31. 3.19 株式会社ステリサイクル北海道（北海道石狩市新港南３丁目703番34） 平成
31年４月１日～令和元年９月30日 5238円（単価／１㎥当たり）、令和元年10月１日～令和２年
４月30日 5335円（単価／１㎥当たり）（単価／式） 30.12.26 最低価格
78 感染性産業廃棄物及び感染性一般廃棄物の収集・運搬及び処分業務 一式 購入等 
一般 31. 3.19 株式会社ステリサイクル北海道（北海道石狩市新港南３丁目703番34） 
平成31年４月１日～令和元年９月30日 6264円（単価／kg当たり）、令和元年10月１日～令和
２年４月30日 638円（単価／kg当たり）（単価／式） 30.12.26 最低価格

〇経理責任者 国立大学法人室蘭工業大学事務局長 阿部 英樹 （室蘭市水元町27番１号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
71、27 ScienceDirectＲの利用 一式 購入等 随意 31. 3.26 エルゼビア・
ビー・ブイ ディレクター ジーノ・ウッシ（オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29）
24794418円 ｂ「排他的権利の保護」

〇経理責任者 国立大学法人室蘭工業大学事務局長 阿部 英樹 （室蘭市水元町27番１号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
15 映像・音響設備（Ⅱ期） 一式 購入等 一般 31. 4. 1 株式会社札幌トラン
ジスター（札幌市中央区北５条西21丁目４12） 27800000円 30.12.11 最低価格
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