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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 本部管理本部総務部長 羽野
猛 （茨城県つくば市観音台３１１）

◎調達機関番号 818 ◎所在地番号 08
71、27 ファイルサーバ構築業務 一式 購入等 一般  2.12.18 ユニアデックス
株式会社 東京都江東区豊洲１１１ 42900000円  2.10. 2 最低価格
14 電子計算機（ノートパソコン） 一式 購入等 随意  3. 1.29 株式会社大塚
商会 東京都千代田区飯田橋２18４ 21999934円  2.12. 1 ａ「不落」

〇契約担当職 国立研究開発法人産業技術総合研究所調達室長 小河原良雄 （茨城県つくば市梅園
１１１）
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
71、27 新認証基盤システムの導入及び保守 一式 購入等 一般  2.12.17 ＳＢ
テクノロジー株式会社（東京都新宿区新宿６2730） 319165000円  2.10. 9 総合評
価

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二事業所業務部長 安富 正
（茨城県つくば市梅園１１１）
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
24 シリコン酸化膜犠牲層エッチング装置 一式 購入等 一般  2.12.15 住友精
密工業株式会社（兵庫県尼崎市扶桑町１10） 24540000円  2.10.21 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業務部長 屋代 久雄
（茨城県つくば市東１１１）
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
53 つくば中央第五事業所から西事業所への研究装置等の移設作業 一式 購入等 一般
 2.12.17 株式会社島津理化東京支店（東京都千代田区神田神保町１32） 53900000

円  2.10.26 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属環境・海洋・石炭本部長 廣川
満哉 （東京都港区虎ノ門二丁目10番１号）

◎調達機関番号 586 ◎所在地番号 13
26 旧松尾鉱山新中和処理施設で使用する電気 契約電力600kW 年間予定使用電力量
4276000kWhの単価契約(再度公告) 購入等 一般  3. 1.20 東北電力株式会社 宮
城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号 53266901円  2.11.26 最低価格

〇独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 中小企業大学校東京校 分任契約担当役 校長
渡部 和彦 （東京都東大和市桜が丘２137５）
◎調達機関番号 598 ◎所在地番号 13
26 「中小企業大学校東京校で使用するガスの調達（令和３年２月から令和４年１月）」 一式
購入等 一般  2.12.17 東京瓦斯㈱ 東京都港区海岸一丁目５番20号 19661060

円  2.10.23 最低価格

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 東京支社長 蓼沼 慶正 （東京都
港区芝公園２４１）
◎調達機関番号 565 ◎所在地番号 13
71、27 土木工事積算システム設計・開発仕様書策定等支援業務 一式 購入等 一般
 3. 1. 6 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都品川区大崎１11１ 
19745000円  2.10.28 総合評価

〇独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信
〇独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 村上 卓也 （東京都新宿区西新宿６
５１）
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
１、26 令和３～５年度ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入（東日
本賃貸住宅本部等） 一式 購入等 一般  3. 1.28 株式会社ダイオーズジャパン 東
京都千代田区丸の内１７12 13081772円  2.11.20 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信 （東京都新宿
区西新宿６５１）
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
58 令和２年度E市街地住宅の用途廃止事業に伴う引越業務 購入等 一般  3. 1.28
株式会社キョウトプラス 横浜市瀬谷区目黒町2612 7480000円（税抜き・総価） 
2.11.30 最低価格

〇独立行政法人 航空大学校 理事長 井戸川 眞 （宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田652番地２）
◎調達機関番号 556 ◎所在地番号 45
26 航空大学校宮崎本校電気需給契約 1739859kWh、航空大学校帯広分校電気需給契約
881082kWh、航空大学校仙台分校電気需給契約 1207956kWh 購入等 一般 
3. 1.29 九州電力株式会社 宮崎営業所 宮崎県宮崎市橘通西４丁目２23（宮崎）、北海道
電力株式会社 北海道札幌市中央区大通東１丁目２番地（帯広）、株式会社ホープ 福岡県福岡市
中央区薬院１14５ＭＧ薬院ビル（仙台） 22169931円（宮崎）、17262118円（帯広）、
20145853円（仙台)  2.12. 8 最低価格 34268898円（宮崎）、21267102円（帯広）、
24350088円（仙台）

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 本部管理本部さいたま管理部長
櫻井 達也 （埼玉県さいたま市北区日進町１40２）

◎調達機関番号 818 ◎所在地番号 11
26 農業技術革新工学研究センター（さいたま本所）で使用する電気（契約電力 400kW
年間予定使用量 860111kWh） 購入等 一般  2.12.22 九電みらいエナジー株式会
社 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号 15087082円  2.10.14 最低価格
26 農業技術革新工学研究センター（附属農場）で使用する電気（契約電力 35kW 年間予
定使用量 55159kWh） 購入等 一般  2.12.22 株式会社ホープ 福岡県福岡市中央
区薬院１14５ ＭＧ薬院ビル 1121122円  2.10.14 最低価格

〇契約責任者独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター所長 上久保房夫 （兵庫県
神戸市中央区港島南町１丁目３７）
◎調達機関番号 610 ◎所在地番号 28
26 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター電気供給業務 契約電力264
kW 供給期間予定使用電力量780578kWh 購入等 一般  3. 2. 1 株式会社F
Power 東京都港区芝浦３丁目１番21号 10605830円  2.12. 7 最低価格
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