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〇中日本高速道路株式会社名古屋支社長 野口 英正 （名古屋市中区錦２1819）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
41 伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋耐震補強工事 購入等 一般  1. 7.17 瀧上
工業株式会社・エム・エム ブリッジ株式会社・日立造船株式会社 伊勢湾岸自動車道 名港中央
大橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体 代表者 瀧上工業株式会社 愛知県半田市神明町１丁
目１番地 5082000000円 31. 3.29 総合評価

〇契約責任者 西日本高速道路株式会社関西支社長 永田 順宏 （大阪府茨木市岩倉町１番13号）
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
42 大阪高速道路事務所管内（名神高速道路）橋梁耐震補強設計業務（その３） 橋梁設計１
式 購入等 随意  1. 7.17 株式会社エイト日本技術開発 関西支社 大阪府大阪市淀
川区野中北１1239 36520000円 30. 6.25 ｂ「排他的権利の保護」
42 京都高速道路事務所管内（名神高速道路）橋梁耐震補強設計業務（その４） 橋梁設計１
式 購入等 随意  1. 7.19 大日本コンサルタント株式会社 大阪支社 大阪市中央区
南久宝寺町３１８ 218900000円 30. 7.11 ｂ「排他的権利の保護」

〇阪神高速道路株式会社 契約責任者 建設事業本部長 今木 博久 （大阪市北区中之島３２
４）
◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27
42 淀川左岸線豊崎地区橋梁概略設計業務 購入等 指名 不調  1. 6. 5

〇独立行政法人自動車技術総合機構理事長 柳川 久治 （東京都新宿区四谷本塩町４41）
◎調達機関番号 619 ◎所在地番号 13
71、27 平成31年度自動車審査高度化施設アプリケーション改修業務 購入等 一般 
1. 5.31 日本電気株式会社 東京都港区芝５７１ 106920000円 31. 4.10 最低
価格
16 三次元測定・画像取得装置の製造及び据付（釧路事務所他22事務所） 購入等 一般
 1. 5.31 日本電気株式会社 東京都港区芝５７１ 171396000円 31. 4.10 
最低価格
16 自動車検査用機械器具の製造及び据付 購入等 一般  1. 5.31 株式会社バン
ザイ 東京都港区芝２3119 442800000円 31. 4.10 最低価格
16 自動車検査用機械器具の製造及び据付 購入等 一般  1. 5.31 株式会社バン
ザイ 東京都港区芝２3119 253800000円 31. 4.10 最低価格
16 自動車検査用機械器具の製造及び据付 購入等 随意  1. 6. 3 安全自動車株
式会社 東京都港区元赤坂１６２ 361800000円 31. 4.10 ａ「不落」
16 排気ガステスタの製造及び据付 購入等 随意  1. 6. 3 安全自動車株式会社
東京都港区元赤坂１６２ 58212000円 31. 4.10 ａ「不落」
16 車高測定器の製造及び据付 購入等 一般  1. 7.12 株式会社アルティア 東
京都江戸川区西葛西７2010 21060000円  1. 5.21 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 田中 勝英 （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 次期ＰＣインフラ基盤構築及び運用保守支援業務 借入 一般 元. 6.13 
株式会社日立システムズ 東京都中央区日本橋兜町１番４号 335100000円 31. 4. 5 総
合評価 392180909円

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
24 顕微ラマン分光装置 一式 購入等 一般  1. 7.19 株式会社アオバサイエン
ス（宮城県仙台市太白区富沢一丁目５番30号） 24273000円 31. 4.22 最低価格
22、31 手術室システム 一式 購入等 一般  1. 7.22 丸木医科器械株式会社仙
台支店支店長 菊池 良法（宮城県仙台市太白区西中田三丁目20番７号） 48038400円 
1. 5. 7 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人筑波大学財務担当副学長 勝野 頼彦 （つくば市天王台１１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 08
14 振分機能開発 一式 購入等 一般  1. 6.21 日鉄ソリューションズ株式会社
（東京都中央区新川二丁目20番15号） 36720000円 31. 3.26 最低価格

〇契約責任者 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 酒井 和広 （大阪市北区堂島１６
20）
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
14 Windows10導入展開業務（その１） 一式 購入等 随意 元. 7. 5 ＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社 大阪市中央区城見１４24 64680000円 元. 6.12
ｄ「互換性」
14 Windows10導入展開業務（その２） 一式 購入等 随意 元. 7. 5 東京セ
ンチュリー株式会社 大阪市中央区本町３５７ 56017500円 元. 6.12 ｄ「互換性」
14 ＰＣ構成管理システム用ソフトウェア導入業務 ＰＣ構成管理ソフトウェア等 一式 
購入等 一般 元. 7. 9 ＴＩＳ株式会社 大阪市北区堂島浜１２１ 119900000円
元. 5. 7 最低価格
14 令和元年度 ソフトウェアライセンス一式調達 Windows Server CAL 6996ライセンス
他 購入等 一般 元. 7. 9 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 大阪市中央区城
見１４24 41580000円 元. 5. 7 最低価格
14 Windows10ライセンス調達 Windows E３ Per User 17400ライセンス 購入等 
一般 元. 7.24 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 大阪市中央区城見１４24 
101100960円 元. 5.29 最低価格
14 令和元年度 モバイル端末等申込 240台 購入等 随意 元. 7.24 ソフトバ
ンク株式会社 東京都港区東新橋１９１ 20756866円 元. 6.12 ｂ「排他的権利の
保護」
73 高速道路リニューアルプロジェクト事業理解広報業務 購入等 一般 元. 7. 9
株式会社大広 大阪市北区中之島２２７ 106700000円 元. 5. 7 最低価格
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