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〇契約担当役 独立行政法人住宅金融支援機構財務企画部長 德 光男 （東京都文京区後楽１
４10）
◎調達機関番号 608 ◎所在地番号 13
71、27 与信ポートフォリオ管理システムに係る業務アプリケーション移行等業務 購入等
一般  3. 8.27 データ・フォアビジョン株式会社 東京都中央区築地５６10 

84040000円  3. 7. 1 最低価格

〇契約責任者 東日本高速道路株式会社関東支社長 良峰 透 （埼玉県さいたま市大宮区桜木町
１1120）
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
26 関東支社（大宮社屋）11階・17階レイアウト変更業務 １式 購入等 随意 
3. 9.17 ＪＰビルマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内２７２ 37620000円
 3. 8.30 ｄ「互換性」

〇契約責任者 東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 小畠 徹 （東京都千代田区霞が関
３３２）
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 13
14 「令和３年度 出力サービス提供業務」一式 購入等 一般  3. 9. 6 富士フ
イルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都江東区豊洲２２１ 2125585330
円  3. 6.17 総合評価

〇中日本高速道路株式会社 東京支社長 松井 保幸 （東京都港区虎ノ門４３１）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
73 東京支社管内 工事広報業務（2021年度） １式 購入等 随意  3. 8.20 株
式会社東急エージェンシー 愛知県名古屋市中区栄４１８ 2016418102円  3. 7.21
ｂ「排他的権利の保護」
17 東名高速道路他交通管理用道路巡回車購入（2021年度） 交通管理用道路巡回車（Ａ２又
はＡ２Ｄ）ガソリン又はディーゼル2700㏄級以上 ７台 下取り対象機械 道路巡回車（Ａ２Ｄ）
７台 購入等 一般  3. 8.26 神奈川トヨタ自動車株式会社 神奈川県横浜市都筑区
川向町880１ 96559043円（税込）  3. 5.20 最低価格
41 西湘バイパス（特定更新等） 萬丈橋床版取替工事（2021年度） 購入等 随意 
3. 8.10 ＩＩＫ・ＩＨＩ 小田原厚木道路（特定更新等） 川端高架橋床版取替工事（平成28
年度） 特定建設工事共同企業体 東京都江東区東陽七丁目１番１号 5249200000円 
3. 5.20 ｇ「繰り返しの建設サービス」 4772400000円
42 新湘南バイパス 赤羽根高架橋東コンクリート橋耐震補強設計 購入等 一般 
3. 8.19 株式会社日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番15号 51600000
円  3. 5.20 最低価格 57540000円

〇中日本高速道路株式会社 八王子支社 支社長 荒井 靖博 （東京都八王子市宇津木町231）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13
42 八王子支社管内 材料価格調査業務（2021年度） 一式 購入等 一般  3. 9. 6
一般財団法人建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町11番８号 39600000円（税込）
 3. 5.11 総合評価 36166000円（税抜）

〇契約責任者 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 前川 秀和 （大阪市北区堂島１６
20）
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
73 新規採用に係る会社案内企画・制作業務（令和３年度） 購入等 随意  3. 9. 7
株式会社マイナビ 東京都千代田区一ツ橋１１１ 29518500円  3. 5.26 ｂ「排
他的権利の保護」

〇国立研究開発法人 国立環境研究所 理事長 木本 昌秀 （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 令和３年度乳歯検体前処理・分析データ工程管理システム 一式 購入等 一般 
3. 9. 3 理科研株式会社 つくば支店（茨城県つくば市高野台三丁目16番２号） 
19781000円  3. 7.14 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 真下 秀明 （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
73 令和３年度石綿健康被害救済制度に関する広報業務 一式 購入等 随意 
3. 9. 8 株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区恵比寿南１５５） 
72727273円  3. 6. 8 ｂ「排他的権利の保護」 72727273円

〇経理責任者 国立大学法人室蘭工業大学 事務局長 内藤 雷太 （北海道室蘭市水元町27番１号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
24 高速液体クロマトグラフ質量分析システム 一式 購入等 一般  3. 9.17 株
式会社モノリス（北海道室蘭市仲町12番地） 24200000円  3. 6.21 最低価格 
26950000円
75 室蘭工業大学清掃業務 一式 購入等 一般  3. 9.13 株式会社中田商会（北
海道室蘭市東町２丁目５番12号） 41250000円  3. 7. 6 最低価格 48400000円

〇契約担当役 国立大学法人小樽商科大学 事務局長 溝部 康雄 （北海道小樽市緑３丁目５番21
号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
14 図書館情報電子計算機システム賃貸借 一式 借入 一般  3. 9. 2 
NECネッツエスアイ株式会社（東京都文京区後楽２丁目６番１号） 421553円（月額） 
3. 5.26 最低価格

〇国立大学法人旭川医科大学 学長職務代理 松野 丈夫 （北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１
１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
22、31 手術室関連機器 一式 購入等 一般  3. 9. 3 株式会社ムトウ旭川支店
（北海道旭川市１条通19丁目355番２） 29810000円  3. 6.28 最低価格
22、31 周産期医療患者モニタリングシステム 一式 購入等 一般  3. 9. 3 株
式会社アクト（札幌市北区太平５条６丁目１番１号） 19998000円  3. 6.28 最低価格
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