
別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
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落札率
（％）

備　考

1
入国管理局事前旅客情報システム
コミュニケーションサーバの性能分
析及び性能改善実施業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月3日
富士ソフト株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

一般競争入札 ― 2,268,000 ―

2
法務本省内ＬＡＮシステム用パーソ
ナル・コンピュータ等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月5日
ネットワンシステムズ株式会社
東京都品川区東品川2-2-8

一般競争入札 ― 44,100,000 ―

3
中央合同庁舎第６号館監視カメラ
等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月5日
映像システム株式会社
東京都文京区本郷4-8-13

一般競争入札 ― 5,376,000 ―

4
ＩＣＰＯ紛失・盗難旅券システム用機
器賃貸借及び構築作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月6日

日立電子サービス株式会社
神奈川県横浜市戸塚区品濃町
504-2
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋2-15-12

一般競争入札 ― 14,944,290 ―

5
在留関係許可申請書のウェブ上作
成支援ソフトウェアの開発等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月6日
富士ソフト株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

一般競争入札 ― 4,179,000 ―

6
法務局通信ネットワークシステム用
サーバ・クライアントパソコン等　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月6日
新日鉄ソリューションズ株式会
社
東京都中央区新川2-20-15

一般競争入札
(総合評価実施)

― 3,251,612 ―

7
出入国情報システム外国人身分事
項等突合用ソフトウェアの機能強
化　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月9日
富士ソフト株式会社
東京都千代田区神田練塀町3

一般競争入札 ― 4,987,500 ―

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
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8
一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律及び国籍法の翻訳
（英訳）業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月12日
株式会社アイ・ビー・ティ
東京都千代田区三番町6-7

一般競争入札 ― 5,932,500 ―

9 法務図書館蔵書点検等作業　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月13日
株式会社図書館流通センター
東京都文京区大塚3-4-7

一般競争入札 ― 13,678,875 ―
単価契約
135円
/１冊

10
準備書面作成支援システムのクラ
イアントパソコン等据付・調整作業
及びソフトウエア供給　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月16日
新日鉄ソリューションズ株式会
社
東京都中央区新川2-20-15

一般競争入札 ― 43,375,500 ―

11
秘書課電子計算機室監視カメラ等
一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月16日
高千穂交易株式会社
東京都新宿区四谷1-2-8

一般競争入札 ― 5,229,000 ―

12
財政会計六法（平成２１年版）　４３
８部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月16日
全国官報販売協同組合
東京都港区虎ノ門3-2-2

一般競争入札 ― 1,903,526 ―

13
マンション建替え決議の在り方の
検討のための調査・整理業務　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月17日
株式会社アークエンジン
東京都中央区日本橋室町1-
10-10　ＬＸＳ室町1005

一般競争入札
(総合評価実施)

― 4,200,000 ―

14 張包回転椅子等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月17日
株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門3-15-5

一般競争入札 ― 2,769,900 ―

15
法務省浦安総合センター管理・運
営業務　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月18日
株式会社山武
東京都千代田区丸の内2-7-3

一般競争入札
(総合評価実施)

― 450,450,000 ―
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16
医療観察業務用モバイルパソコン
等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月18日
株式会社富士通ビジネスシス
テム
東京都文京区後楽1-7-27

一般競争入札 ― 7,565,250 ―

17
供託所統廃合に伴う供託事務処理
システムのデータ移行作業等　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月18日
新日鉄ソリューションズ株式会
社
中央区新川2-20-15

一般競争入札 ― 2,348,010 ―

18
訴訟関係文書等チェックソフト　１５
７本

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月19日
株式会社アイアイシステム
埼玉県さいたま市浦和区高砂
2-2-2

一般競争入札 ― 15,248,625 ―

19
登記事項証明書発行請求機の新
登記情報システム開発用機器　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月20日

株式会社富士通エフサス
東京都中央区銀座7-16-12
日本電子計算機株式会社
東京都中央区丸の内3-4-1

一般競争入札 ― 15,057,000 ―

20
準備書面作成支援システムグルー
プウェアバージョンアップ作業　一
式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月20日
新日鉄ソリューションズ株式会
社
中央区新川2-20-15

一般競争入札 ― 9,520,875 ―

21
リコー製プリンター用トナーカート
リッジ等　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月23日
株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6

一般競争入札 ― 12,451,320 ―

22
「不動産登記記録例集」印刷製本
請負業務　12,500部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月24日
株式会社双文社
東京都文京区本郷1-14-8丸山
ビル

一般競争入札 ― 5,722,185 ―

23
法人登記書式精義（第１巻）　６７６
部

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月25日
株式会社紀伊國屋書店
東京都目黒区下目黒3-7-10

一般競争入札 ― 4,528,524 ―
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24 図面印刷機（プロッター）　一式

支出負担行為担当官
　法務省大臣官房会計課長
　後　藤　　博
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成21年2月26日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木3－1－1

一般競争入札 ― 3,990,000 ―

25 シュレッダー１３台供給契約

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長
　大林　宏
（東京都千代田区霞が関１－１－
１）

平成21年2月13日
（株）オカモトヤ
東京都港区虎ノ門１丁目２２番
１６号

一般競争入札 ― 4,263,000 ―

26 テレビ受像器１0台ほか供給契約

支出負担行為担当官
　東京高等検察庁検事長
　大林　宏
（東京都千代田区霞が関１－１－
１）

平成21年2月13日
弘津電業株式会社
東京都世田谷区北烏山３丁目
６番１号

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

27 肘付きいす購入契約

支出負担行為担当官
　広島高等検察庁検事長
　笠間治雄
（広島県広島市中区上八丁堀2－
15）

平成21年2月5日
株式会社五興
広島市安佐南区伴南1-3-16

一般競争入札 ― 2,821,035 ―

28
折りたたみ会議テーブル２１台等の
購入

支出負担行為担当官
　仙台高等検察庁検事長
　増田暢也
（宮城県仙台市青葉区片平１－３－
１）

平成21年2月26日
（株）セント
宮城県仙台市青葉区上杉１－
１７－２０

一般競争入札 ― 3,780,000 ―

29
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）５台
購入

支出負担行為担当官
　高松高等検察庁検事長　柳俊夫
支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正　松田章
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月23日
北四国綜合警備保障（株）
香川県高松市田町11-5

一般競争入札 ― 2,100,000 ―

30 事務椅子11脚等の購入
支出負担行為担当官
　高松高等検察庁検事長　柳俊夫
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月23日
（株）青柳
香川県高松市福岡町2-5-7

一般競争入札 ― 1,564,500 ―

31
アルミ建具タイト材一式等の購入
及び設置

支出負担行為担当官
　高松高等検察庁検事長　柳俊夫
（香川県高松市丸の内1-2）

平成21年2月27日
（株）コラボ
広島県広島市南区宇品海岸1-
8-8

一般競争入札 ― 4,176,900 ―
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32 事務用品（消耗品）

支出負担行為担当官
　東京地方検察庁検事正
　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番
１号）

平成21年2月18日
株式会社一夢堂
東京都台東区東上野１丁目２
６番８号

一般競争入札 ― 2,877,000 ―  

33 肘付回転いす等

支出負担行為担当官
　東京地方検察庁検事正
　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番
１号）

平成21年2月20日
株式会社サンポー
東京都港区虎ノ門３丁目１５番
５号

一般競争入札 ― 13,650,000 ―  

34 非常食料等

支出負担行為担当官
　東京地方検察庁検事正
　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番
１号）

平成21年2月20日

光陽ビジネスサービス株式会
社
東京都中央区東日本橋１丁目
５番６号

一般競争入札 ― 5,754,000 ―  

35 スチール製ブックトラック

支出負担行為担当官
　東京地方検察庁検事正
　岩村修二
（東京都千代田区霞が関１丁目１番
１号）

平成21年2月20日
株式会社土木田商店
東京都港区芝大門１丁目１６
番１０号

一般競争入札 ― 3,678,150 ―  

36 災害時非常用備蓄食料等購入

支出負担行為担当官
　横浜地方検察庁検事正
　井内顯策
（横浜市中区日本大通９）

平成21年2月20日
廣友物産（株）
東京都港区赤坂１－４－１７

一般競争入札 ― 2,810,850 ―

37
横浜地方検察庁電子複写機１３台
保守一式

支出負担行為担当官
　横浜地方検察庁検事正
　井内顯策
（横浜市中区日本大通９）

平成21年2月26日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２丁目２番２
号

一般競争入札 ― 3,283,612 ―

38
横浜地方検察庁電子複写機１３台
購入・交換

支出負担行為担当官
　横浜地方検察庁検事正
　井内顯策
（横浜市中区日本大通９）

平成21年2月26日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２丁目２番２
号

一般競争入札 ― 3,276,000 ―

39
さいたま地方検察庁熊谷支部にお
ける電話交換設備更新契約

支出負担行為担当官
　さいたま地方検察庁検事正
　勝丸充啓
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成21年2月19日
神田通信機（株）
東京都千代田区神田富山町24

一般競争入札 ― 1,417,500 ―
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40
災害時非常用備蓄食料及び防災
用品の供給契約

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁
　　 検事正　 河村　博
（千葉市中央区中央4-11-1）

平成21年2月17日
株式会社清水商会
千葉市中央区松ヶ丘町６３５番
地

一般競争入札 ― 2,937,300 ―

41 両そで机等の物品供給契約

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁
　　 検事正　 河村　博
（千葉市中央区中央4-11-1）

平成21年2月27日
株式会社開周堂
千葉市中央区中央４－９－７

一般競争入札 ― 3,980,000 ―

42 執務室等改修

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年2月9日
サンマル株式会社
宇都宮市下栗町２１６９番地

一般競争入札 ― 3,591,000 ―

43 いす等供給・設置

支出負担行為担当官
　宇都宮地方検察庁検事正
　高井新二
　（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年2月23日
システム興産株式会社
宇都宮市鶴田町１５５９番地２

一般競争入札 ― 3,402,000 ―

44 防災用品一式の購入契約

支出負担行為担当官
　甲府地方検察庁検事正
　粂原研二
（山梨県甲府市中央1-11-8）

平成21年2月17日
金峰商会株式会社
山梨県甲府市丸の内3-32-1

一般競争入札 ― 1,887,900 ―

45
長野地方検察庁シュレッダー供給
契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正
　西村逸夫
（長野市大字長野旭町１１０８）

平成21年2月16日
(株)丸陽
長野県上田市中央２－５－１０

一般競争入札 ― 2,920,008 ―

46
長野地方検察庁災害用備品供給
契約

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正
　西村逸夫
（長野市大字長野旭町１１０８）

平成21年2月23日
(株)ヒシヤ
長野市桜枝町８５８

一般競争入札 ― 1,143,198 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
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落札率
（％）

備　考

47 両開き収納庫

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
  三浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成21年2月13日
三和ビジネス(株)
大阪市都島区中通２丁目８番
１６号

一般競争入札 ― 1,746,150 ―

48 執務机一式（８セット）

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
  三浦正晴
（大阪市福島区福島1ー1ー60）

平成21年2月16日
(株)メーベル
大阪市旭区中宮１丁目１番２
号

一般競争入札 ― 6,111,000 ―

49 災害時非常用食料等供給契約

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　川興治
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成21年2月13日
（株）ミヨシ
大阪市東住吉区住道矢田4-
20-11

一般競争入札 ― 2,165,100 ―

50 両そで机等供給契約

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　川興治
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成21年2月18日
（株）日興商会神戸西支店
神戸市兵庫区中道通8-2-1

一般競争入札 ― 7,108,500 ―

51 複合機交換契約

支出負担行為担当官
　神戸地方検察庁検事正
　川興治
（神戸市中央区橘通1-4-1）

平成21年2月18日
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社大阪支社
大阪市西区西本町2-3-10

一般競争入札 ― 1,984,500 ―

52
奈良地方検察庁オフィスシュレッ
ダー供給契約　９台

支出負担行為担当官
　奈良地方検察庁検事正
　丸山　恭
（奈良市登大路町１－１）

平成21年2月9日
ナカバヤシ（株）大阪支社
大阪市城東区中央２－１－２３

一般競争入札 ― 3,173,310 ―

53 壁面収納庫等供給契約

支出負担行為担当官
　名古屋地方検察庁検事正
　麻生光洋
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成21年2月2日
株式会社文祥堂名古屋支店
名古屋市中区錦２－２－１３名
古屋センタービル８階

一般競争入札 ― 8,085,000 ―

54 出退表示システム請負業務契約

支出負担行為担当官
　名古屋地方検察庁検事正
　麻生光洋
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成21年2月2日

株式会社トヨシマビジネスシス
テム
名古屋市中区錦二丁目２番２
４号

一般競争入札 ― 1,605,030 ―
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落札率
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備　考

55
公判部移転に伴う運搬業務請負契
約

支出負担行為担当官
　名古屋地方検察庁検事正
　麻生光洋
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成21年2月13日
西濃運輸株式会社
岐阜県大垣市田口町１番地

一般競争入札 ― 1,197,000 ―

56
災害時非常用備蓄食糧等調達契
約

支出負担行為担当官
　名古屋地方検察庁検事正
　麻生光洋
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成21年2月20日

株式会社廣瀬商会名古屋営業
所
名古屋市中区栄五丁目２３番
２０号

一般競争入札 ― 2,399,386 ―

57
広島地方検察庁ＯＡフィルター納入
契約

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正
　長井博美
（広島市中区上八丁堀２－１５）

平成21年2月23日
(株)日興商会広島支店
広島市西区庚午中４丁目１４
番１９号

一般競争入札 ― 3,667,230 ―

58
鳥取地方検察庁倉吉支部ＯＡフロ
ア納入及び設置

支出負担行為担当官
　鳥取地方検察庁検事正
　高橋　勝
（鳥取市西町3-201）

平成21年2月23日
有限会社ティ・エム・オー
鳥取県鳥取市新９１－３３

一般競争入札
― 838,425 ―

59
壁面収納庫等職場環境備品購入
契約

支出負担行為担当官代理
　松江地方検察庁次席検事
　山田英夫
（島根県松江市母衣町５０番地）

平成21年2月27日
(株)太閤堂
島根県松江市東津田町３９８
－１

一般競争入札 ― 4,305,000 ―

60
被害者等専用待合室什器製品等
購入契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正
　南部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成21年2月13日
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前4-8-10

一般競争入札 ― 2,152,500 ―

61
災害時非常用備蓄食糧等の調達
契約

支出負担行為担当官
　福岡地方検察庁検事正
　南部義廣
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成21年2月26日
日本乾溜工業（株）
福岡市東区馬出1-11-11

一般競争入札 ― 1,107,498 ―

62
長崎地方検察庁等で使用する壁面
収納庫等の購入（１４５点）

支出負担行為担当官
　長崎地方検察庁検事正
　岩橋義明
（長崎県長崎市万才町9-33）

平成21年2月23日
（株）永池長崎支社
長崎市田中町1235-2

一般競争入札 ― 5,586,000 ―
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63
地上デジタル放送対応テレビ受像
器等の供給及び引取処分契約

支出負担行為担当官
　大分地方検察庁検事正
　大仲　土和
（大分市中島西１丁目１番３５号）

平成21年2月23日
吉成電機株式会社
大分県大分市金池町１丁目１
３番９号

一般競争入札 ― 1,921,500 ―

64
熊本地方検察庁本庁舎で使用する
事務用机等事務用物品合計８７点
供給契約

支出負担行為担当官
　熊本地方検察庁検事正
　新倉　明
（熊本市京町１－１２－１１）

平成21年2月23日
株式会社オオバ
熊本市流通団地１丁目５番地

一般競争入札 ― 3,129,000 ―

65 事務机等の物品供給契約

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正
　加澤正樹
（仙台市青葉区片平１－３－１）

平成21年2月18日
仙台トーホー事務機株式会社
仙台市泉区南光台二丁目１５
番３２号

一般競争入札 ― 5,775,000 ―

66
会議用テーブル一式及びいす１３
脚の納入契約

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
  太田　修
（福島県福島市狐塚１７）

平成21年2月19日
（有）フォーピース
福島県福島市笹谷字谷地南
15-1

一般競争入札 ― 5,880,000 ―

67 事務机等の納入契約

支出負担行為担当官
　福島地方検察庁検事正
  太田　修
（福島県福島市狐塚１７）

平成21年2月26日
（有）フォーピース
福島県福島市笹谷字谷地南
15-1

一般競争入札 ― 2,625,000 ―

68
盛岡地方検察庁水沢支部等電話
交換設備設置契約

支出負担行為担当官
　盛岡地方検察庁検事正
  武井　豊
（岩手県盛岡市内丸8-20）

平成21年2月24日
扶桑電通㈱盛岡営業所
盛岡市大通3丁目3番10号

一般競争入札 ― 1,627,500 ―

69 テレビ等購入契約

支出負担行為担当官代理
　秋田地方検察庁次席検事
　水上尚久
（秋田市山王７－１－２）

平成21年2月27日
株式会社コジマＮＥＷ卸団地
店
秋田市卸町２－３－１２

一般競争入札 ― 2,288,300 ―
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70
札幌地方検察庁犯罪被害者等専
用待合室整備等に係る模様替請
負契約

支出負担行為担当官
　札幌地方検察庁検事正
  吉田
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成21年2月24日
（株）ワールドウッティ
北海道札幌市白石区南郷通１
４丁目南３番１１号

一般競争入札 ― 1,050,000 ― 　

71 函館地方検察庁事務用椅子５３脚

支出負担行為担当官
　函館地方検察庁検事正
　中屋利洋
（北海道函館市上新川町１番１３
号）

平成21年2月20日
株式会社近藤商会
函館市西桔梗町５８９

一般競争入札 ― 1,827,000 ―

72
フルカラーデジタル複合機２台購入
（下取り交換）

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　松田　章
（高松市丸の内１番１号）

平成21年2月25日
株式会社青柳
高松市福岡町２丁目５番７号

一般競争入札 ― 420,000 ―

73 デジタル複合機４台購入

支出負担行為担当官
　高知地方検察庁検事正
　岡崎正男
（高知市丸ノ内1-3-20）

平成21年2月26日
高知県文具(株)
高知市南久保8-10

一般競争入札 ― 1,040,500 ―

74
デジタル複合機４台の保守点検及
び調整等の処置契約一式

支出負担行為担当官
　高知地方検察庁検事正
　岡崎正男
（高知市丸ノ内1-3-20）

平成21年2月26日
高知県文具(株)
高知市南久保8-10

一般競争入札 ― 891,648 ―
単価契約
１枚あたり１．５
円ほか

75 フルカラーデジタル複合機購入

支出負担行為担当官
　松山地方検察庁検事正
　小林正一
（愛媛県松山市一番町４丁目４－
１）

平成21年2月23日
（株）中予事務機
愛媛県松山市千舟町７丁目8-
4

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

76
ハンドル式移動書架一式
（本局地下２階）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１
５）

平成21年2月10日
(株)サンポー
東京都港区虎ノ門3-15-5

一般競争入札 ― 15,750,000 ―
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77
ハンドル式移動書架一式
（渋谷出張所地下１階）

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１
５）

平成21年2月24日
日本統計機(株)
東京都大田区池上5-22-11

一般競争入札 ― 8,305,500 ―

78 郵送事務記録システム一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長　五十嵐義治
（東京都千代田区九段南１－１－１
５）

平成21年2月27日
京セラミタジャパン(株)
東京都中央区日本橋本町１－
９－１５

一般競争入札 ― 5,796,000 ―

79
カーナビゲーションシステム一式購
入
（２７台）

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長　柿　村　　清
（横浜市中区北仲通５－５７）

平成21年2月10日
エイコウビジネス株式会社
川崎市宮前区神木本町２－９
－９

一般競争入札 ― 2,049,705 ―

80
さいたま地方法務局熊谷支局に設
置されている変圧器の撤去等作業
一式

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成21年2月3日
富士電機総設㈱
東京都中央区八丁堀2-20-8

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

81
登記事項証明書作製等に係るオペ
レータ等業務委託

支出負担行為担当官
　さいたま地方法務局長　紺野清幸
（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-
16-58）

平成21年2月5日
㈱フジスタッフ
東京都千代田区丸の内1-11-1

一般競争入札 ― 68,791,222 ―
低入札価格調
査実施

82
千葉地方法務局ノート型パソコン
購入契約

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　　透
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成21年2月10日
リコー販売　（株）
千葉市中央区新町２４－９

一般競争入札 ― 4,504,500 ―

83
千葉地方法務局法人登記部門・松
戸支局及び船橋支局備品購入契
約

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　　透
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成21年2年13日
（株）二宮総行
千葉市中央区問屋町１５－３

一般競争入札 ― 5,985,000 ―

84

千葉地方法務局本局外６庁の電算
室に設置されている変圧器，分電
盤の撤去及び電気配線付け替え
作業

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　　透
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成21年2月24日
富士電機総設　（株）
千葉市稲毛区轟町４－８－１９

一般競争入札 ― 14,175,000 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
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予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

85 千葉地方法務局図書購入契約

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長　本間　　透
(千葉市中央区中央港１丁目１１番
３号）

平成21年2年27日
三省堂書店（株）
市川市平田１ー１０ー１５

一般競争入札 ― 2,188,200 ―

86
水戸地方法務局本局外３庁の電算
室に設置されている変圧器の撤去
及び分電盤取替作業等請負契約

支出負担行為担当官
　水戸地方法務局長　吉澤勇治
（茨城県水戸市北見町１－１）

平成21年2月16日
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２－２０
－８

一般競争入札 ― 9,450,000 ―

87 複写機供給契約
支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長　重山正秋
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年2月19日
リコー販売株式会社
東京都中央区銀座7-16-12

一般競争入札 ― 3,517,500 ―

88 ノート型パソコン供給契約
支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長　重山正秋
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年2月23日
茨城県筑西市一本松1755-2
関彰商事株式会社

一般競争入札 ― 6,392,925 ―

89
宇都宮地方法務局登記部門外３庁
照明器具交換作業一式

支出負担行為担当官
　宇都宮地方法務局長　重山正秋
（栃木県宇都宮市小幡2-1-11）

平成21年2月27日
光陽電気工事㈱
栃木県宇都宮市宝木町2-880

一般競争入札 ― 6,300,000 ―

90
新登記情報システム導入に伴う
ケーブル敷設等附帯作業請負契
約

支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成21年2月16日

富士通ネットワークソリューショ
ンズ株式会社
神奈川県川崎市川崎区日進町
７－１

一般競争入札 ― 5,775,000 ―

91 複合機購入契約
支出負担行為担当官
　前橋地方法務局長　石井末弘
（群馬県前橋市大手町２－１０－５）

平成21年2月26日
株式会社マルゼン商会
群馬県前橋市六供町１４２－１

一般競争入札 ― 1,019,340 ―

92 災害用防災用品購入契約
支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長　渡辺　博
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成21年2月27日
有限会社丸吉事務機
静岡市葵区新富町1-23-20

一般競争入札 ― 4,515,000 ―
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93
嵯峨出張所外１庁レイアウト変更
に伴う物品供給等契約
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　若井伸一
（京都市上京区荒神口通河原町東
入上生洲町１９７）

平成21年2月12日
株式会社日興商会
兵庫県尼崎市東難波町五丁目
１０番３０号

一般競争入札 ― 2,488,500 ―

94
神戸地方法務局外１１庁分電盤取
替調整作業等一式契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長
　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町1番1号）

平成21年2月2日
富士電機総設（株）西日本支社
大阪市福島区鷺洲１丁目１１
番１９号

一般競争入札 ― 27,720,000 ―

95
郵便料金計器（電子スケールを含
む）供給契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長
　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町1番1号）

平成21年2月20日
ピツニーボウズジャパン（株）
東京都品川区戸越一丁目７番
１号　戸越ＮＩビル

一般競争入札 ― 2,352,000 ―

96
地図情報システムへの入力データ
編集作業請負契約

支出負担行為担当官
　神戸地方法務局長
　山野　幸成
（神戸市中央区波止場町1番1号）

平成21年2月27日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻二丁目７
番３号

一般競争入札 ― 1,018,500 ―

97
和歌山地方法務局電算室変圧器
及び分電盤取替調整作業等一式

支出負担行為担当官
　和歌山地方法務局長
　田村隆平
（和歌山県和歌山市二番丁２）

平成21年2月16日
富士電機総設（株）西日本支社
大阪市福島区鷺洲１－１１－１
９

一般競争入札 ― 3,832,500 ―

98
登記情報システム用電気設備改修
及び模様替え作業

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長　渡邊秀雄
（名古屋市中区三の丸２－２－１）

平成21年2月17日
富士電機総設（株）中部支社
名古屋市中区錦二丁目１９－
２４

一般競争入札 ― 12,600,000 ―

99 自動製本機　６台
支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長　藤谷幸雄
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成21年2月19日
(株)正直堂
山梨県甲府市中央2-12-15

一般競争入札 ― 2,904,300 ―
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100
新潟地方法務局全自動製本機物
品供給契約

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長　本間章一
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成21年2月25日
（株）イシフォー
新潟市東区東明７丁目３番地
３

一般競争入札 ― 2,563,050 ―

101 小型乗用自動車交換購入
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年2月4日
天満自動車工業（株）
大阪市北区天満2-5-1

一般競争入札
(総合評価実施)

― 1,586,928 ―

102 照明器具取替作業
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年2月20日
河野電業（株）
大阪府門真市柳町16-2

一般競争入札 ― 2,940,000 ―

103 印鑑照合システム購入
支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年2月20日
ローレルバンクマシン（株）
東京都港区虎ノ門1-1-2

一般競争入札 ― 1,935,675 ―

104
地図情報システムへの入力データ
編集作業

支出負担行為担当官
　大阪法務局長　髙野　伸
（大阪市中央区谷町2-1-17）

平成21年2月27日
国土情報開発（株）
東京都世田谷区池尻2-7-3

一般競争入札 ― 2,341,500 ―

105
岐阜地方法務局羽島出張所及び
同北方出張所の統合に伴う物品等
の運送作業請負契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成21年2月9日
株式会社エスラインミノ
岐阜県羽島郡岐南町平成一丁
目１０４番地

一般競争入札 ― 882,000 ―

106
岐阜地方法務局旧電算室変圧器
等撤去作業請負契約

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長　岡村幸治
（岐阜県岐阜市金竜町５丁目１３）

平成21年2月26日
株式会社川田電機工務店
岐阜県岐阜市吹上町六丁目２
５番地

一般競争入札 ― 6,804,000 ―

107 物品供給契約「パソコン１４式」
支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年2月4日
株式会社島田商会
石川県金沢市広岡2-1-14

一般競争入札 ― 2,310,000 ―
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108
物品供給契約「ハイブリッドレコー
ダー２式」

支出負担行為担当官
　金沢地方法務局長　志賀浦　実
（石川県金沢市新神田4-3-10）

平成21年2月26日
株式会社丸菱
石川県金沢市問屋町2-20

一般競争入札 ― 1,732,500 ―

109 書架移設及び組替等作業一式
支出負担行為担当官
　富山地方法務局長　渡辺秀喜
（富山県富山市牛島新町１１－７）

平成21年2月10日
三由建設株式会社
富山県富山市大町１９番地１０

一般競争入札 ― 2,467,500 ―

110 複合認証機購入契約
支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成21年2月17日
株式会社広工
広島県広島市中区堺町１丁目
３番８号

一般競争入札 ― 1,890,000 ―

111 パーソナルコンピュータ購入契約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
（広島市中区上八丁堀６－３０）
　山口地方法務局長　兼行邦夫
（山口市中河原町６－１６）

平成21年2月20日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目10番
15号

一般競争入札 ― 7,899,698 ―

112 デジタル印刷機交換契約
支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成21年2月25日
株式会社弘法
広島市中区千田町１丁目３－
４

一般競争入札 ― 3,845,100 ―

113
デジタルフルカラー複合機交換契
約

支出負担行為担当官
　広島法務局長　小口哲男
（広島市中区上八丁堀６－３０）

平成21年2月27日
株式会社安西事務機
広島市西区楠木町３丁目10番
15号

一般競争入札 ― 367,500 ―

交換契約と保守
契約の合計額で
入札実施
（交換契約分を
計上）

114 複合機供給契約

支出負担行為担当官
　山口地方法務局長
　兼行邦夫
（山口県山口市中河原町６－１６）

平成21年2月9日
富士ゼロックス山口(株)
山口市小郡黄金町４番１号

一般競争入札 ― 1,505,700 ―
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115 郵便料金計器供給契約

支出負担行為担当官
　山口地方法務局長
　兼行邦夫
（山口県山口市中河原町６－１６）

平成21年2月17日
ネオポストジャパン(株)
東京都板橋区大山町２３－１

一般競争入札 ― 2,182,950 ―

116
岡山地方法務局本局ほか４庁電算
機室変圧器撤去等作業

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成21年2月10日
（株）橋本電気工業所
岡山市青江１丁目１３-５５

一般競争入札 ― 6,793,500 ―
低入札価格調
査実施

117
地図情報システムへの入力データ
編集作業

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成21年2月16日
（株）両備システムズ
岡山市豊成２丁目７－１６

一般競争入札 ― 966,000 ―

118
岡山地方法務局岡山西出張所２階
事務室照明器具安定器取替え作
業

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山市南方１丁目３番５８号）

平成21年2月27日
（株）サピックス
岡山市浜１丁目６－２４

一般競争入札 ― 887,250 ―

119
鳥取地方法務局ほか２庁の電算機
室に設置されている変圧器等の撤
去等作業

支出負担行為担当官
　鳥取地方法務局長　松﨑義幸
（鳥取県鳥取市東町2-302）

平成21年2月9日
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀2-20-8

一般競争入札 ― 5,040,000 ―

120
松江地方法務局（本局）ほか2庁電
算機室変圧器撤去等作業

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成21年2月12日

富士電機総設株式会社中国支
社
広島県広島市中区銀山町14-
18

一般競争入札 ― 6,090,000 ―

121

パーソナルコンピュータ購入契約
一式
A4ノート型　11台
デスクトップ型　32台

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成21年2月12日
株式会社富士通エフサス山陰
支店
島根県松江市学園南2-10-14

一般競争入札 ― 4,790,635 ―
共同一括入札
（鳥取・松江）

122
地図情報システムへの入力データ
編集作業

支出負担行為担当官
　松江地方法務局長　神尾　衞
（島根県松江市母衣町50）

平成21年2月20日
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市豊成2-7-16

一般競争入札 ― 1,680,000 ―
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123 複合認証機納入契約　６台

支出負担行為担当官
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴三丁目９番１５
号）

平成21年2月12日

株式会社西部ビジネスマシン
ズ
福岡県大野城市若草二丁目５
番１２号

一般競争入札 ― 2,677,500 ―

124
地図情報システムへの入力データ
編集作業　　一式

支出負担行為担当官
　佐賀地方法務局長　岩井明広
（佐賀市城内2-10-20）

平成21年2月18日
株式会社両備システムズ
岡山市豊成2-7-16

一般競争入札 ― 1,071,000 ―

125
地図情報システムへの入力データ
編集作業　一式

支出負担行為担当官
　長崎地方法務局長　大原安雄
（長崎県長崎市万才町8-16）

平成21年2月25日
株式会社両備システムズ
岡山市豊成二丁目7-16

一般競争入札 ― 1,207,500 ―

126 パーソナルコンピュータ購入契約
支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江3-1-53）

平成21年2月27日
扶桑電通株式会社
東京都中央区築地5-4-18

一般競争入札 ― 3,809,400 ―

127
熊本地方法務局玉名支局変圧器
納入契約

支出負担行為担当官
　熊本地方法務局長　久保道雄
（熊本県熊本市大江3-1-53）

平成21年2月27日
富士電機総設株式会社
東京都中央区八丁堀2-20-8

一般競争入札 ― 1,680,000 ―

128
鹿児島地方法務局旧電算室設置
変圧器等撤去作業請負契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成21年2月26日
富士電機総設（株）
東京都中央区八丁堀２丁目２
０番８号

一般競争入札 ― 2,625,000 ―

129
地図情報システムへの入力データ
編集作業に係る業務委託契約

支出負担行為担当官
　鹿児島地方法務局長
　内海洋治
（鹿児島市鴨池新町１番２号）

平成21年2月27日
（株）両備システムズ
岡山県岡山市豊成２丁目７番
１６号

一般競争入札 ― 2,257,500 ―

130 宮崎地方法務局複写機交換契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成21年2月24日

株式会社レイメイ藤井宮崎支
店
宮崎県宮崎市永楽町１４０番
地

一般競争入札 ― 2,100,000 ―
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131
地図情報システムへの入力データ
編集作業一式

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成21年2月24日
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市豊成２丁目７番
１６号

一般競争入札 ― 1,785,000 ―

132 宮崎地方法務局パソコン購入契約

支出負担行為担当官
　宮崎地方法務局長
　阿部利幸
（宮崎市別府町１番１号）

平成21年2月24日
リコー九州株式会社宮崎支社
宮崎県宮崎市吉村町西田甲６
５１番地９

一般競争入札 ― 1,624,350 ―

133 那覇地方法務変圧器撤去等作業
支出負担行為担当官
　那覇地方法務局長 金子寛志
(沖縄県那覇市樋川1-15-15)

平成21年2月26日
株式会社国際ビル産業
沖縄県浦添市勢理客3-9-11

一般競争入札 ― 4,305,000 ―

134
登記所の電算室に設置されている
変圧器及び分電盤取替調整作業
等請負契約

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市宮城野区名掛丁１２
８番地広瀬通ＳＥビル）

平成21年2月16日
庄子電気（株）
仙台市若林区鶴代町４番６０
－２号

一般競争入札 ― 2,415,000 ―

135
音声応答転送装置の購入等一式
（仙台法務局大河原支局及び同局
古川支局設置分）

支出負担行為担当官
　仙台法務局長　柏原　治
（宮城県仙台市宮城野区名掛丁１２
８番地広瀬通ＳＥビル）

平成21年2月25日
扶桑電通（株）
東京都中央区築地５－４－１８

一般競争入札 ― 1,890,000 ―

136
富士ゼロックス株式会社製プリンタ
用消耗品継続的売買契約

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成21年2月23日
富士ゼロックス福島（株）
郡山市開成４－２６－８

一般競争入札 ― 1,624,350 ―

137 電子複写機交換契約

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　山口和秀
（福島市霞町１－４６）

平成21年2月23日
福島リコピー販売（株）
福島市鎌田字卸町２１－２

一般競争入札 ― 105,000 ―
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138 物品管理システム供給契約
支出負担行為担当官
　山形地方法務局長　草薙秀雄
（山形県山形市緑町１－５－４８）

平成21年2月5日
扶桑電通株式会社山形営業所
山形県山形市香澄町３－１－
７

一般競争入札 ― 1,785,000 ―

139
盛岡地方法務局登記部門及び宮
古支局のレイアウト変更に係る什
器購入・据付移設等業務

支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長　出雲範夫
（岩手県盛岡市内丸７番２５号）

平成21年2月3日
(株)平金商店
岩手県盛岡市肴町８番２４号

一般競争入札 ― 2,985,150 ―

140
地図情報システムへの入力データ
編集作業請負契約

支出負担行為担当官
　秋田地方法務局長　古舘芳廣
（秋田県秋田市山王７－１－３）

平成21年2月18日
国土情報開発株式会社
東京都世田谷区池尻2-7-3

一般競争入札 ― 2,240,376 ―

141 電算室変圧器等撤去等作業
支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成21年2月2日
富士電機総設株式会社
札幌市中央区北１条東２丁目
５－２

一般競争入札 ― 8,337,000 ―

142
ネットワークシステムサーバ等の調
達一式

支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成21年2月25日
リコー北海道株式会社
札幌市北区北７条西４丁目１２
番地

一般競争入札 ― 7,297,500 ―

143 会議用テーブル及びいすの購入
支出負担行為担当官
　札幌法務局長　佐藤努
（札幌市北区北8条西2丁目1番１）

平成21年2月26日
株式会社三好商会
札幌市中央区大通西１８丁目
１番地

一般競争入札 ― 2,079,000 ―

144
パーソナルコンピュータ等供給契
約一式

支出負担行為担当官
　函館地方法務局長　横山和幸
（北海道函館市新川町２５番１８号）

平成21年2月10日
（株）近藤商会
北海道函館市西桔梗町５８９
番地

一般競争入札 ― 2,131,500 ―

145
パーソナルコンピュータ等の購入
一式

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東4155-
31）

平成21年2月23日
（株）大江商店
北海道旭川市７条通１５丁目
左１

一般競争入札 ― 6,825,000 ―
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146 デジタル複合機等交換契約　６台

支出負担行為担当官
　旭川地方法務局長　篠原睦
（北海道旭川市宮前通東4155-
31）

平成21年2月25日
（株）大江商店
北海道旭川市７条通１５丁目
左１

一般競争入札 ― 2,612,400 ―

147 複合機購入・下取（交換）
支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月19日
リコー関西株式会社
大阪府大阪市中央区谷町4-
11-6

一般競争入札 ― 4,065,054 ―

148
地図情報システムへの入力データ
編集作業

支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月26日
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市豊成2-7-16

一般競争入札 ― 1,260,000 ―

149 インバータ照明器具購入
支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月27日
三和電業株式会社
香川県高松市太田下町2580-3

一般競争入札 ― 4,725,000 ―

150 カラー印刷機購入
支出負担行為担当官
　高松法務局長　太田健治
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年2月27日
石井事務機株式会社
香川県高松市松福町2-4-8

一般競争入札 ― 4,704,000 ―

151 変圧器及び分電盤の設置作業
支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長　松原秀人
（徳島県徳島市徳島町城内６－６）

平成21年2月16日

富士通ネットワークソリューショ
ンズ（株）高松営業所
香川県高松市藤塚町１－１０
－３０

一般競争入札 ― 2,604,000 ―

152

土佐山田地方合同庁舎，安芸地方
合同庁舎及び中村地方合同庁舎
小型焼却炉撤去，解体及び処分等
一式に係る業務に関する契約

支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原基忠
（高知市小津町４－３０）
支出負担行為担当官
　高知労働局総務部長　森田啓司
（高知市南金田１－３９）
分任支出負担行為担当官
　中国四国農政局
　高知農政事務所長　杉浦和信
（高知市北本町１－８－１１）

平成21年2月23日
田中石灰工業株式会社
高知県南国市稲生３１８５

一般競争入札 ― 4,095,000 ―
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153
地図情報システムへの入力データ
編集作業請負契約

支出負担行為担当官
　高知地方法務局長　藤原基忠
（高知市小津町４－３０）

平成21年2月27日
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市豊成２－７－１６

一般競争入札 ― 1,869,000 ―

154 電算室分電盤撤去改修作業

支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
（松山市宮田町１８８－６）

平成21年2月4日
富士電機総設(株)四国支店
香川県高松市松島町三丁目２
２番９号

一般競争入札 ― 7,980,000 ―

155
パーソナルコンピュータ等物品供
給契約

支出負担行為担当官
　松山地方法務局長
　武下　満
（松山市宮田町１８８－６）

平成21年2月17日
(株)富士通エフサス　松山支店
 愛媛県松山市永代町１３番地

一般競争入札 ― 2,205,000 ―

156 乗用自動車

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月13日
埼玉トヨペット株式会社
埼玉県さいたま市中央区上落
合2-2-1

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,026,500 ―

157
矯正研修所東京支所非常用電源
設備更新等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月19日
東蓄工業株式会社
東京都港区海岸3-5-10

一般競争入札 ― 3,465,000 ―

158 歯科用治療機器一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月20日
ケーオーデンタル株式会社八
王子営業所
東京都八王子市左入町692-1

一般競争入札 ― 4,095,000 ―

159 被収容者運動用具等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月20日
株式会社東京オグチ
東京都墨田区緑2-10-4

一般競争入札 ― 3,517,500 ―
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160 警備用器具一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月24日
株式会社武田商店
東京都渋谷区恵比寿西2－3－
13

一般競争入札 ― 3,901,537 ―

161
矯正研修所東京支所空気調和機
購入契約

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月24日
日本カルミック株式会社
東京都千代田区九段南1-5-10

一般競争入札 ― 2,604,000 ―

162 精米器等一式

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　高橋　博
（埼玉県さいたま市中央区新都
心2-1）

平成21年2月26日
株式会社サタケ関東支店
東京都千代田区外神田4-7-2

一般競争入札 ― 5,145,000 ―

163
業務用パーソナルコンピュータ一
式

支出負担行為担当官
　高松矯正管区長　梅﨑裕一
（香川県高松市丸の内１番１号）

平成21年2月17日
（株）アートオフィス花園
香川県高松市木太町２１９６番
地４

一般競争入札 ― 2,940,000 ―

164 シングルベッド44台購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月2日
（株）ケ－・ア－ル・エス
北海道札幌市豊平区豊平3-9-
2-16

一般競争入札 ― 2,099,790 ―

165 給湯設備21台購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月6日
（株）インテック
北海道札幌市清田区平岡公園
東6-1-1-507

一般競争入札 ― 2,940,000 ―

166
札幌刑務所講堂舞台装置（緞帳1
式）に係る供給契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月25日
（株）キョ－リツ事務機
北海道札幌市白石区川下2086

一般競争入札 ― 4,462,500 ―
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167 半自動溶接機13台購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月25日
伊並産業（株）
北海道札幌市厚別区厚別東3-
3-6-15

一般競争入札 ― 2,893,000 ―

168 クロス折機1台購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月25日
（株）フカミヤ
北海道札幌市中央区大通西8

一般競争入札 ― 2,824,500 ―

169 作業用保管庫1台購入契約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月25日
（株）ナガワ
北海道札幌市東区東雁来3-1-
1-12

一般競争入札 ― 2,194,500 ―

170
平成2１年3月分札幌刑務所で使用
するＡ重油（ボイラ－用)の需給契
約

支出負担行為担当官
　札幌刑務所長　北崎一夫
（北海道札幌市東区東苗穂2-1-5-
1）

平成21年2月26日
北海道エナジティック（株）
北海道札幌市白石区東札幌3-
1-1-18

一般競争入札 ― 10,500,000 ―
単価契約
42円/ℓ

171
物品（A重油）３月供給契約
１２０，０００Ｌ

支出負担行為担当官
　網走刑務所長　茂木　嘉則
（北海道網走市字三眺）

平成21年2月24日
網走交通株式会社
北海道網走市新町２ー３－１

一般競争入札 ― 6,552,000 ―
契約単価
54円60銭/ℓ

 

172
全自動水洗機及び蒸気式乾燥機
購入契約

支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信　行
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成21年2月16日

住商アイナックス株式会社札
幌支店
北海道札幌市西区二十四軒４
条５丁目１０－１

一般競争入札 ― 6,772,500 ―

173 ロックウール吹き付け一式
支出負担行為担当官
　月形刑務所長　矢　鳴　信　行
北海道樺戸郡月形町１０１１番地

平成21年2月25日
広瀬建設工業株式会社
美唄市大通西１条北３－２－７

一般競争入札 ― 2,436,000 ―

174 差入品Ｘ線検査装置一式購入契約
支出負担行為担当官
　青森刑務所長　太田　実
（青森市大字荒川字藤戸８８）

平成21年2月2日
加賀電子株式会社
東京都文京区本郷２－２－９

一般競争入札 ― 3,129,000 ―
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175 食器洗浄機一式購入契約
支出負担行為担当官
　青森刑務所長　太田　実
（青森市大字荒川字藤戸８８）

平成21年2月16日
日本調理機北日本取扱所
青森県青森市古川二丁目１０
－１３

一般競争入札 ― 2,499,000 ―

176 パーソナルコンピュータ供給契約
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成21年2月2日
ＮＥＣフィールディングﾞ（株）東
北支社
仙台市宮城野区榴岡3-4-18

一般競争入札 ― 9,715,601 ―

177 防犯線敷設供給契約
支出負担行為担当官
　宮城刑務所長  小林信紀
（仙台市若林区古城２－３－１）

平成21年2月23日
日本電気興業株式会社
仙台市青葉区昭和町3-36

一般競争入札 ― 5,775,000 ―

178 除湿機３台

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の
１）

平成21年2月9日
株式会社須藤電機
山形市城西町四丁目７－１８

一般競争入札 ― 1,228,500 ―

179
工業用自動糸切ミシン２０台外３品
目

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の
１）

平成21年2月23日
JUKI販売株式会社
東京都調布市佐須町１－６－
４

一般競争入札 ― 5,565,000 ―

180 事務用什器（事務机外）

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の
１）

平成21年2月24日
株式会社田丸
山形市大字十文字字天神東７
６０

一般競争入札 ― 31,500,000 ―

181 ノートパソコン１０台外１品目

支出負担行為担当官
　山形刑務所長　  村上　忠夫
（山形市あけぼの２丁目１番地の
１）

平成21年2月27日
株式会社山形測器社
山形市緑町二丁目１１－１０

一般競争入札 ― 1,839,600 ―

182
フリース長袖８００枚等物品供給契
約

支出負担行為担当官
　栃木刑務所長　古市浩司
（栃木県栃木市惣社町２４８４）

平成21年2月25日
有限会社ル・フェステ
栃木県宇都宮市平出町３６５０
－１

一般競争入札 ― 6,755,700 ―
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183 テレビ他調達購入契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成21年2月9日
株式会社ベスト電器
福岡県福岡市博多区千代6-2-
33

一般競争入札 ― 2,310,000 ―

184 アームチェア－他

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成21年2月10日
シンユービジネス株式会社
千葉県千葉市中央区都町1-
34-1

一般競争入札 ― 19,950,000 ―

185 洋裁用機械一式購入契約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成21年2月12日
協和機工株式会社
東京都足立区千住宮元町1-12

一般競争入札 ― 14,332,500 ―

186
メカニカルシャーリング一式購入契
約

支出負担行為担当官
　千葉刑務所長　岩元繁久
（千葉県千葉市若葉区貝塚町１９２
番地）

平成21年2月25日
株式会社タチバナ
東京都墨田区立花5-3-11

一般競争入札 ― 8,715,000 ―

187
食品工場床ＦＲＰ加工一式請負契
約

支出負担行為担当官
　市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成21年2月10日
トウシン化工機株式会社
千葉県長生郡長南町岩川２４
１

一般競争入札 ― 6,153,000 ―

188 フォークリフト1台供給（交換）契約
支出負担行為担当官
　市原刑務所長　石渡貫一郎
（千葉県市原市磯ヶ谷１１－１）

平成21年2月20日
ＴＣＭ株式会社
東京都港区西新橋１－１５－５

一般競争入札 ― 1,575,000 ―

189
洗濯用機器一式供給契約

支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成21年2月4日
㈱アサヒ製作所南関東営業所
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町
５６８番地

一般競争入札 ― 4,473,000 ―
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190 電子錠システム一式
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成21年2月12日

㈱富士通ビジネスシステム
公共営業本部ネットワークソ
リューション
東京都文京区後楽１－７－２７

一般競争入札 ― 3,150,000 ―

191 シール印刷機　１式
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成21年2月13日
リンテック㈱
東京都文京区後楽２－１－２
興和飯田橋ビル

一般競争入札 ― 8,610,000 ―

192 巡回表示システム一式
支出負担行為担当官
　府中刑務所長　村上　淸正
（東京都府中市晴見町４－１０）

平成21年2月18日

三菱電機システムサービス㈱
東京テレコム支社
東京都世田谷区池尻３－１０
－３

一般競争入札 ― 5,040,000 ―

193
非常電鈴設備（制御装置等）改修
一式

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-
2）

平成21年2月6日

能美防災株式会社横浜支社
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい２－３－５
クイーンズタワーＣ９階

一般競争入札 ― 3,465,000 ―

194
横浜刑務所庁舎棟等清掃業務一
式

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-
2）

平成21年2月13日
株式会社清王サービス
神奈川県南足柄市竹松１２２３

一般競争入札 ― 705,151 ―

195 段付二重食缶他一式

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-
2）

平成21年2月20日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延１－３－
２３

一般競争入札 ― 3,045,000 ―

196
調理用白衣３４２着，調理用ズボン
４２８本

支出負担行為担当官
　横浜刑務所長　春日　厚志
（神奈川県横浜市港南区港南4-2-
2）

平成21年2月20日
美保産業株式会社
東京都品川区西中延１－３－
２３

一般競争入札 ― 1,877,820 ―
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197
放送設備供給契約
（放送設備一式）

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長　大森　正
（新潟県新潟市江南区山二ツ３８１
－４）

平成21年2月18日

パナソニックシステムソリュ－
ションジャパン株式会社
神奈川県横浜市港北区綱島東
２丁目６番５４号

一般競争入札 ― 3,339,000 ―  

198
長野刑務所炊場棟等新営初度備
品一式調達契約

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成21年2月20日
株式会社マルゼン
長野市青木島町1-7

一般競争入札 ― 5,334,000 ―

199
長野刑務所収容棟等新営初度備
品（什器類）一式調達契約

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成21年2月20日
株式会社丸陽
長野県上田市中央2-5-10

一般競争入札 ― 3,444,000 ―

200
長野刑務所新収容棟教育備品（カ
ラーテレビ）調達契約

支出負担行為担当官
　長野刑務所長　佐野順一
（長野県須坂市大字須坂1200）

平成21年2月26日
株式会社ヤマダ電機法人営業
部長野ＳＢＣ通り営業所
長野市吉田1-21-33

一般競争入札 ― 6,709,500 ―

201 洗濯用機器一式

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成21年2月6日 個人情報のため非公表 一般競争入札 ― 4,011,000 ―

202 医療機器一式

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成21年2月16日

株式会社八神製作所静岡営業
所
静岡県静岡市駿河区国吉田１
－１０－２０

一般競争入札 ― 4,929,750 ―

203 非常用食品一式

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成21年2月23日
旭産業株式会社
静岡県静岡市葵区古庄１丁目
３番９号

一般競争入札 ― 3,989,034 ―

204 長いす１６０脚

支出負担行為担当官
　静岡刑務所長　尾川永治
（静岡県静岡市葵区東千代田３－１
－１）

平成21年2月24日
株式会社隆運堂
静岡県静岡市葵区銭座町８１
－４

一般競争入札 ― 2,385,600 ―
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205 ＥＳＣＯ事業簡易診断業務契約

支出負担行為担当官
　松本少年刑務所長
　谷内眞一
（長野県松本市桐３丁目９番４号）

平成21年2月2日

株式会社ビルディング・パ
フォーマンス・コンサルティング
東京都千代田区九段北１－２
－３

一般競争入札 ― 976,500 ―

206 ミシン等物品供給契約　一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成21年2月6日

（株）大三商会
大阪府吹田市垂水町3丁目6-
17

一般競争入札 ― 4,914,840 ―

207
超音波診断装置及び心電計物品
供給契約　　一式

支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成21年2月9日
（株）永田メディカル
富山県高岡市問屋町12

一般競争入札 ― 2,299,500 ―

208
パノラマＸ線撮影装置物品供給契
約一式

支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成21年2月9日

（株）浅野歯科産業
石川県金沢市浅野本町1丁目
10番10号

一般競争入札 ― 1,921,500 ―

209 医療用備品物品供給契約　一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成21年2月26日
（株）永田メディカル
富山県高岡市問屋町12

一般競争入札 ― 2,236,500 ―

210 家電備品物品供給契約　一式
支出負担行為担当官
　富山刑務所長　倉本修一
（富山県富山市西荒屋285-1）

平成21年2月26日
（株）ヤマダ電機
群馬県高崎市栄町1番1号

一般競争入札 ― 1,103,550 ―

211
電話設備更新整備契約（岐阜拘置
支所）

支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村正広
（岐阜県岐阜市則松１丁目３４番
地）

平成21年2月17日
中央電子光学株式会社
岐阜市六条北４丁目１０番７号

一般競争入札 ― 2,940,000 ― 　

212
構内多機能無線通話システム供給
契約

支出負担行為担当官
　岐阜刑務所長　有村正広
（岐阜県岐阜市則松１丁目３４番
地）

平成21年2月18日

株式会社日立国際電気サービ
ス中部支店
愛知県名古屋市千種区内山三
丁目７番３号

一般競争入札 ― 13,335,000 ―
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213
笠松刑務所図書備品一式に係る
購入契約

支出負担行為担当官
　笠松刑務所　杉原　博文
（岐阜県羽島郡笠松町中川町２３）

平成21年2月24日
株式会社ヨコイ
愛知県津島市橘町３丁目６４
番地

一般競争入札 ― 3,087,000 ―

214
豊橋刑務支所構内多機能無線シ
ステム一式整備

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘1-1）

平成21年2月6日

株式会社日立国際電気サービ
ス
愛知県名古屋市千種区内山3-
7-3

一般競争入札 ― 3,675,000 ―

215 乾式複写機購入契約

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘1-1）

平成21年2月13日
富士ゼロックス株式会社
愛知県名古屋市中区錦1-10-
20

一般競争入札 ― 1,635,900 ―

216 消防設備補修交換等一式整備

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長　高橋　裕紀
（愛知県西加茂郡三好町ひばりヶ
丘1-1）

平成21年2月23日
三好電気設備有限会社
愛知県西加茂郡三好町大字莇
生字打上30-1

一般競争入札 ― 1,470,000 ―

217 医療用ガス供給装置等一式購入
支出負担行為担当官
　大阪医療刑務所長　林　宏輔
（大阪府堺市堺区田出井町8-80）

平成21年2月9日
（株）星医療酸器尼崎営業所
兵庫県尼崎市東難波町2-1-5

一般競争入札 ― 4,515,000 ―

218 全自動洗濯脱水機一式購入
支出負担行為担当官
　大阪医療刑務所長　林　宏輔
（大阪府堺市堺区田出井町8-80）

平成21年2月24日
（株）アサヒ製作所大阪営業所
大阪市淀川区西中島4-6-15

一般競争入札 ― 1,701,000 ―

219 仮設足場資材一式
支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年2月10日
ユアサ商事株式会社
大阪府大阪市中央区南船場２
－４－１２

一般競争入札 ― 5,355,000 ―

220
業務用洗濯機及び脱水機
各１台

支出負担行為担当官
　神戸刑務所長　川尻　定金
（兵庫県明石市大久保町森田120）

平成21年2月10日
株式会社アサヒ製作所
大阪府大阪市中央区西中島４
－６－１５

一般競争入札 ― 3,465,000 ―
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221 全自動洗濯機2台購入

支出負担行為担当官
　加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５
３０）

平成21年2月12日
株式会社山本製作所
尾道市長者原1-220-19

一般競争入札 ― 3,024,000 ―

222 非常食

支出負担行為担当官
　加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５
３０）

平成21年2月13日
株式会社セッツコーポレーショ
ン
大阪府茨木市新中条町5-36

一般競争入札 ― 9,909,900 ― 牛丼819円他

223
食堂用ﾃｰﾌﾞﾙ156台
丸ｲｽ393脚

支出負担行為担当官
　加古川刑務所長　佐藤克巳
（兵庫県加古川市加古川町大野１５
３０）

平成21年2月27日
株式会社オフィスサプライズ
姫路市広畑区蒲田4-215

一般競争入札 ― 2,601,690 ―

224 和歌山刑務所洗濯機等整備契約

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長　武　田　　豊
（和歌山県和歌山市加納３８３番
地）

平成21年2月10日

株式会社アサヒ製作所大阪営
業所
大阪市淀川区西中島４丁目６
番１５号

一般競争入札 ― 4,714,500 ―

業務用洗濯機２
台業務用脱水
機１台業務用乾
燥機１台

225 被収容者用給食用弁当購入契約
支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長　藤井　照良
（兵庫県姫路市岩端町４３８）

平成21年2月20日
（株）本陣
兵庫県加西市北条町東南２４
１番地の１

一般競争入札 ― 12,867,120 ―
単価契約
1日999円

226
奈良少年刑務所洗濯機等購入
(洗濯機1台，乾燥機2台)

支出負担行為担当官
　奈良少年刑務所長
　平田利治
（奈良県奈良市般若寺町１８）

平成21年2月9日
株式会社山本製作所
広島県長者原1-220-19

一般競争入札 ― 4,305,000 ―

227
業務用脱水機・業務用乾燥機下取
交換契約

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
（大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年2月3日
株式会社アサヒ製作所大阪営
業所
大阪市淀川区西中島4-6-15

一般競争入札 ― 9,292,500 ―

228 自動分割分包機調達契約
支出負担行為担当官
　大阪拘置所長　加藤正博
（大阪市都島区友渕町1-2-5）

平成21年2月19日
株式会社やよい大阪営業所
大阪府東大阪市川俣3-1-39

一般競争入札 ― 2,709,000 ―



別表３

No. 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所

属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称
及び住所

一般競争入札・指
名競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格（円） 契約金額（円）

落札率
（％）

備　考

229 蒸気式給湯機1台
支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成21年2月2日
（株）マルゼン鳥取営業所
鳥取県鳥取市湖山北２丁目６
８７

一般競争入札 ― 3,202,500 ―

230
シャツ剣ボロ自動折り込みステッチ
縫い自動機1台

支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成21年2月3日
三栄ミシン（株）
大阪市旭区今市一丁目３番１
号

一般競争入札 ― 3,801,000 ―

231
高速電子眠り穴かがりミシン1台
コンベアタイプ検針機１台

支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成21年2月3日
ジューキ販売（株）米子支店
鳥取県米子市米原４丁目５番
３１号

一般競争入札 ― 2,346,750 ―

232 電子鳩目穴かがりミシン1台
支出負担行為担当官
　鳥取刑務所長　黒柳　誠
（鳥取県鳥取市下味野７１９）

平成21年2月20日
三栄ミシン（株）
大阪市旭区今市一丁目３番１
号

一般競争入札 ― 1,764,000 ―

233
下関拘置支所及び萩拘置支所電
話設備更新整備

支出負担行為担当官
　山口刑務所長　嶋田　博
（山口県山口市松美町３－７５）

平成21年2月5日
株式会社西日本電信電話山口
支店
山口県山口市熊野町４－５

一般競争入札 ― 2,091,600 ― 　

234
蒸気式回転釜（２２０L)
３台

支出負担行為担当官
　山口刑務所長　嶋田　博
（山口県山口市松美町３－７５）

平成21年2月6日
北沢産業株式会社山口営業所
山口県山口市糸米２－１０－２
２

一般競争入札 ― 2,835,000 ―

235
多機能無線通話システム一式整備
契約

支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島市入田町大久200－1）

平成21年2月10日
扶桑電通株式会社四国支店
香川県高松市中野町２９番７
号

一般競争入札 ― 8,715,000 ―

236 洗濯脱水機交換契約
支出負担行為担当官
　徳島刑務所長　狩野　覚
（徳島市入田町大久200－1）

平成21年2月24日
有限会社三井洗機
香川県高松市木太町２８９９番
２０

一般競争入札 ― 3,192,000 ―
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237 構内多機能無線システム整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６
３）

平成21年2月2日
扶桑電通株式会社四国支店
香川県高松市中野町２９番７
号

一般競争入札 ― 8,295,000 ―

238 蒸気回転釜更新整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長　西川　伸一
（香川県高松市松福町２－１６－６
３）

平成21年2月9日
日本調理機株式会社四国支店
香川県高松市藤塚町１丁目１
２番４号

一般競争入札 ― 4,935,000 ―

239 腰帯付けミシン一式
支出負担行為担当官
　松山刑務所長　都　秀嗣
（東温市見奈良1243-2）

平成21年2月23日
株式会社オールミシン商会
愛媛県今治市常盤町４丁目９
番地１５

一般競争入札 ― 3,282,300 ―

240 事務用機器供給契約
支出負担行為担当官
　高知刑務所長　小林　弘明
（高知市布師田3604-1）

平成21年2月27日
有限会社池商店
高知市日の出町7-50

一般競争入札 ― 1,572,732 ―

241
平成２１年３月分被収容者給食材
料

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　池田　英仁
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６
丁目１番１号）

平成21年2月18日
尾家産業㈱福岡支店
福岡県福岡市博多区東那珂２
－２０－８

一般競争入札 ― 1,787,582 ―

単価契約
冷凍さやいんげ
ん１袋当たり140
円外18点

242
平成２０年度初度備品（事務機器）
購入

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長　池田　英仁
（福岡県糟屋郡宇美町障子岳南６
丁目１番１号）

平成21年2月25日
キングテック株式会社
福岡県北九州市小倉北区東港
２－５－１

一般競争入札 ― 12,547,500 ―
テンキーロッ
カー１人用外３２
件

243 被服類更新整備契約
支出負担行為担当官
　麓刑務所長　黒田  政敏
（佐賀県鳥栖市山浦町2635）

平成21年2月9日
キングテック（株）
福岡県北九州市小倉北区東港
2-5-1

一般競争入札 ― 3,988,635 ―

244
作業用主要機械一式（コンベアタイ
プ検針機　他２件）

支出負担行為担当官
　麓刑務所長　黒田  政敏
（佐賀県鳥栖市山浦町2635）

平成21年2月12日
（株）足立マシナリー
福岡県福岡市南区大楠2-4-5

一般競争入札 ― 4,880,400 ―
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245
シャツ剣ボロ自動ステッチ縫い自
動機１台，コンベアタイプ検針機１
台

支出負担行為担当官
　長崎刑務所長　菊堂　民生
（長崎県諌早市小川町1650番地）

平成21年2月16日
株式会社足立マシナリー
福岡県福岡市南区楠2-4-5

一般競争入札 ― 4,399,500 ―

246 熊本刑務所仮設室購入契約
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　竹下正宏
（熊本県熊本市渡鹿７ー１２ー１）

平成21年2月23日
株式会社建鋼社
熊本県熊本市長嶺西1-1-70

一般競争入札 ― 2,520,000 ―

247 被収容者給食用食材３月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成21年2月17日
株式会社栗本五十市商店
大分県大分市弁天２－３－１０

一般競争入札 ― 2,806,163 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
650円外47品目

248 被収容者給食用食材３月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成21年2月17日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669番地1

一般競争入札 ― 2,533,285 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
990円外32品目

249 被収容者給食用食材３月分
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成21年2月17日
株式会社大給
大分県大分市大洲浜１丁目４
番３５番地

一般競争入札 ― 1,749,649 ―
単価契約
1ｋｇ当たり
947円外21品目

250 畳表自動織機（七島い用）
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成21年2月27日
有限会社中村機械製作所
広島県福山市神島町１９－８

一般競争入札 ― 3,108,000 ―

251 縫着機（両用機）
支出負担行為担当官
　大分刑務所長　浅井弘保
（大分県大分市大字畑中303番地）

平成21年2月27日
東海機器工業株式会社
愛知県名古屋市西区中小田井
2－300

一般競争入札 ― 2,665,000 ―
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252 鹿児島刑務所洗濯設備一式

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋　本　　　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７
３４）

平成21年2月9日
㈱山本製作所
広島県尾道市長者原１－２２０
－１９

一般競争入札 ― 2,843,000 ―

253
鹿児島刑務所空調機器更新整備
一式

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長　橋　本　　　隆
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川１７
３４）

平成21年2月16日
南菱冷熱工業㈱
鹿児島市卸本町５－４

一般競争入札 ― 1,770,000 ―

254 可動式棚

支出負担行為担当官
　福岡拘置所長　國部敬徳
（福岡県福岡市早良区百道2－16
－10）

平成21年2月13日
キングテック（株）福岡支社
福岡県福岡市東区松島1-34-
17

一般競争入札 ― 2,415,000 ―

255
多重放映制御装置一式及び
放送設備改修工事一式

支出負担行為担当官
　宮川医療少年院長
　小栗正幸
（三重県伊勢市小俣町宮前25）

平成21年2月9日
シンリョー特機（株）
三重県津市大字乙部2013

一般競争入札 ― 2,079,000 ―

256 全自動多元放映設備１式
支出負担行為担当官
　浪速少年院長　森田哲志
（大阪府茨木市郡山１－１０－１７）

平成21年2月26日
（有）京滋通信機器商会
京都府京都市山科区東野中井
ノ上町19-18

一般競争入札 ― 2,257,500 ―

257
監視カメラ等物品供給契約
監視カメラ３台他

支出負担行為担当官
　加古川学園長　南山三郎
（兵庫県加古川市八幡町宗佐５４
４）

平成21年2月16日

三菱電機システムサ－ビス株
式会社
大阪府大阪市北区大淀中１丁
目４番１３号

一般競争入札 ― 6,279,000 ―

258
パソコン等物品供給契約
パソコン１２台他

支出負担行為担当官
　加古川学園長　南山三郎
（兵庫県加古川市八幡町宗佐５４
４）

平成21年2月16日
富士ゼロックス兵庫株式会社
兵庫県神戸市中央区浜辺通２
丁目１番３０号

一般競争入札 ― 1,450,022 ―

259 整地用トラクタ供給契約
支出負担行為担当官
　四国少年院長　大河内　徹
（香川県善通寺市善通寺町2020）

平成21年2月10日
四国機電産業(株)
香川県高松市上福岡町768-15

一般競争入札 ― 3,465,000 ―
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260
人吉農芸学院電話設備更新整備
一式

支出負担行為担当官
　人吉農芸学院長　茅原　良一
（熊本県球磨郡錦町大字木上北２２
３－１）

平成21年2月20日
(株)文尚堂
熊本県人吉市九日町４８番地

一般競争入札 ― 2,962,050 ―

261
監視カメラ設備更新整備
監視カメラ７台等監視カメラ設備の
調達及び配線の更新

支出負担行為担当官
　沖縄少年院長　横井幸四郎
（沖縄県沖縄市山内1-13-1）

平成21年2月23日
（株）サンコー
沖縄県沖縄市安慶田3-9-32

一般競争入札 ― 3,675,000 ―

262 放送設備等の購入

支出負担行為担当官
　横浜少年鑑別所長　高田　修
（神奈川県横浜市港南区４－２－
１）

平成21年2月17日
株式会社スセキ電気商会
神奈川県横須賀市東逸見町二
丁目２６番地

一般競争入札 ― 1,417,500 ―

263

中部地方更生保護委員会及び中
部管内保護観察所における更生保
護情報ネットワークシステムにおけ
るサーバ及び端末機並びに付属品
一式の調達契約

支出負担行為担当官
　中部地方更生保護委員会委員長
　寳金邦子
（名古屋市中区三の丸４－３－１）

平成21年2月12日
（株）トヨシマビジネスシステム
名古屋市中区錦２－２－２４

一般競争入札 ― 4,373,922 ―

264

九州地方更生保護委員会及び管
内保護観察所における更生保護情
報通信ネットワーク用サーバ及び
端末機並びに付属品一式

支出負担行為担当官
　九州地方更生保護委員会委員長
　柿澤正夫
（福岡市中央区舞鶴２－５－３０）

平成21年2月13日
リコー九州（株）
福岡市博多区東比恵３－９－
１５

一般競争入札 ― 4,614,781 ―

265

北海道地方更生保護委員会及び
管内保護観察所における更生保護
情報通信ネットワーク用サーバお
よび端末機並びに付属品　一式

支出負担行為担当官
　北海道地方更生保護委員会
　委員長　可児克之
（札幌市中央区大通西１２）

平成20年2月16日
林商事（株）
札幌市西区福井５－２－９

一般競争入札 ― 2,711,520 ―

266 機械式真空式温水ヒーター交換

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セ
ンター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町1766）

平成21年2月23日
株式会社ビルメン
埼玉県さいたま市浦和区岸町
4-3-1

一般競争入札 ― 4,620,000 ―
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267 半自動除細動器等購入

支出負担行為担当官
　入国者収容所東日本入国管理セ
ンター所長　石田正信
（茨城県牛久市久野町1766）

平成21年2月27日
廣友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 ― 1,984,500 ―

268 ＬＡＮ再構築業務
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　二階　尚人
（東京都港区港南５－５－３０）

平成21年2月16日
日立電子サービス株式会社首
都圏事業本部
東京都港区三田３－１３－１２

一般競争入札 ― 12,600,000 ―

269 コピー用紙購入契約
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　二階　尚人
（東京都港区港南５－５－３０）

平成21年2月26日
株式会社日興商会品川支店
東京都品川区大崎５－３－６

一般競争入札 ― 2,005,904 ―

270 非常食購入及び廃棄処分
支出負担行為担当官
　東京入国管理局長　二階　尚人
（東京都港区港南５－５－３０）

平成21年2月26日
株式会社東洋ノーリツ
東京都千代田区神田淡路町２
－２１－１５

一般競争入札 ― 1,885,191 ―

271 複写機３台の交換購入契約

支出負担行為担当官
　大阪入国管理局長　畠山　学
（大阪市住之江区南港北１丁目２９
番５３号）

平成21年2月19日

(株)富士ゼロックス株式会社大
阪営業所
大阪市中央区瓦町三丁目６－
５

一般競争入札 ― 2,708,023 ―

272
長崎出張所及び鹿児島出張所官
用車２台

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　大島 重史
（福岡県福岡市博多区下臼井７
７８－１　福岡空港国内線第３
ターミナルビル）

平成21年2月3日
本田技研工業株式会社
東京都港区南青山２－１－１

一般競争入札
（総合評価実施）

― 2,835,000 ―

273
福岡入国管理局に配備するデジタ
ル複合機等の交換契約

支出負担行為担当官
　福岡入国管理局長　大島 重史
（福岡県福岡市博多区下臼井７
７８－１　福岡空港国内線第３
ターミナルビル）

平成21年2月20日
リコー九州株式会社
福岡市博多区東比恵３－９－
１５

一般競争入札 ― 1,152,900 ―
保守契約を含め
競争入札実施

274 パーソナルコンピュータほか　一式

支出負担行為担当官
　公安調査庁総務部長
　髙木和哉
(東京都千代田区霞が関１－１－１)

平成21年2月19日
富士テレコム株式会社
東京都板橋区板橋１－５３－２

一般競争入札 ― 3,664,500 ―
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275
中部公安調査局
パーソナルコンピュータ１０式等の
物品交換契約

支出負担行為担当官
　中部公安調査局長　佐藤進
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成21年2月27日
教育産業（株）
名古屋市中区丸の内３－１８
－２８

一般競争入札 ― 1,617,000 ―

276 自動車の供給契約

支出負担行為担当官
　中国公安調査局長　荻上　幸男
（広島県広島市中区上八丁堀２番１
５号）

平成21年2月3日
日産プリンス広島販売(株)
広島県広島市西区南観音町９
－２７

一般競争入札
（総合評価実施）

― 1,953,000 ―
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