
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
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名競争入札の別
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落札率
（％）

備　考

1
検察総合情報システム用機器等
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3月3日
株式会社富士通エフサス
東京都中央区銀座7-16-12

一般競争入札 ― 76,041,178 ―

2 法務本省各種備品　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3月3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 ― 7,014,000 ―

3
法務本省執務参考資料用図書　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3月3日
株式会社有隣堂
神奈川県横浜市中区伊勢佐木
町1-4-1

一般競争入札 ― 1,541,946 ―

4
公務員研修教材　第１分冊（平成２
１年度版）　９８５部ほか

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3月10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 ― 4,769,528 ―

5
法務図書館・法務史料展示室等事
務用機器購入及び設置等作業　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3月11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 ― 5,390,700 ―

6
外国人出入国情報システム用及び
事前旅客情報システム用周辺機器
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3月30日
株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札 ― 28,631,400 ―

7
ＩＣ旅券対応・出入国審査等用旅券
自動読取装置関連ソフトウェア　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3月30日
日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札 ― 3,130,000 ―

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
ＩＣ旅券対応・可搬型旅券自動読取
装置　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3月31日
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社
東京都港区浜松町1-17-14

一般競争入札 ― 75,272,809 ―

9
外国人出入国情報システム等端末
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3月31日
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社
東京都港区浜松町1-17-14

一般競争入札 ― 26,514,919 ―

10
外国人出入国情報システム事前旅
客情報システム端末用ソフトウェア
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3月31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

一般競争入札 ― 14,014,161 ―

11 デジタル複合機等６台交換等契約

支出負担行為担当官
　福岡高等検察庁検事長
　有田知德
（福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成21年3月5日
（株）福助屋
福岡市博多区博多駅前4-8-10

一般競争入札 ― 3,082,800 ―

当該複合機の
保守契約と併せ
て一般競争入札
を実施した。

12
自動電話交換装置用ＩＮＳネット６４
回線用トランク等供給契約　一式

支出負担行為担当官
　札幌高等検察庁検事長
　渡一弘
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成21年3月3日
NECネッツエスアイ（株）
東京都品川区東品川１丁目３
９－９

一般競争入札 ― 3,591,000 ―

13
札幌第３合同庁舎及び札幌家庭簡
易裁判所庁舎の空調部品交換等
業務　　一式

支出負担行為担当官
　札幌高等検察庁検事長
　渡一弘
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成21年3月3日
新日本空調（株）
東京都中央区日本橋浜町２丁
目３１－１

一般競争入札 ― 3,150,000 ―

14 複写機２台の交換契約

支出負担行為担当官
　札幌高等検察庁検事長
　渡一弘
（札幌市中央区大通西１２丁目）

平成21年3月12日
（株）イトーキ北海道
札幌市白石区本通４丁目北１
番１号

一般競争入札 ― 2,194,500 ―
保守契約を含め
競争入札実施

15 無停電電源装置（ＵＰＳ）５１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
（香川県高松市丸の内1-1）

平成21年3月5日
合資会社野田屋電機
香川県高松市丸亀町1-3

一般競争入札 ― 1,260,000 ―



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

16 平机等

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3月5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 ― 7,770,000 ―  

17 液晶テレビ

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3月5日
ローレルバンクマシン株式会社
東京都港区虎ノ門１丁目１番２
号

一般競争入札 ― 3,202,500 ―

18 机等の購入契約

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3月18日
（株）広野
埼玉県さいたま市桜区南元宿
2-15-5

一般競争入札 ― 1,827,420 ―

19
被害者専用待合室等設置備品供
給契約

支出負担行為担当官
　新潟地方検察庁検事正
　内尾武博
（新潟市中央区西大畑町５１９１）

平成21年3月2日
（株）佐藤米吉商店
新潟市中央区花園1-6-9

一般競争入札 ― 2,693,250 ―

20 事務用平机１１台等供給契約

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3月17日
株式会社篠田商会
名古屋市東区葵１－２６－１４

一般競争入札 ― 4,924,500 ―

21 会議用テーブル等購入契約

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3月6日
友物産（株）
東京都港区赤坂１－４－１７

一般競争入札 ― 3,780,000 ―

22
ＯＡフロア用タイルカーペット張替
契約

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3月6日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

一般競争入札 ― 1,963,500 ―
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23 待合室用備品等購入契約

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3月10日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

一般競争入札 ― 3,097,500 ―

24 破砕機購入契約

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3月10日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

一般競争入札 ― 1,990,800 ―

25 肘付回転椅子７０脚購入契約

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3月11日
（株）カイショー
横浜市西区平沼２－２－２

一般競争入札 ― 7,035,000 ―

26 複写機交契約

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3月9日
有限会社エイダン事務機
鳥取県鳥取市南安長３丁目４
７番地

一般競争入札 ― 952,245 ―

27
レーザープリンター等事務機器及
びＯＡテーブル等職場環境備品購
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3月5日
(株)松文オフテック
島根県松江市芋町６

一般競争入札 ― 2,725,800 ―

28 会議用机等物品供給契約

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正
　總山　哲
（佐賀市中の小路5-25）

平成21年3月24日
（株）ダイイチ
佐賀市蓮池町大字見島550-1

一般競争入札 ― 1,759,800 ―

29 複写機交換契約（６台）

支出負担行為担当官
　佐賀地方検察庁検事正
　總山　哲
（佐賀市中の小路5-25）

平成21年3月24日
九州リコー株式会社佐賀支店
佐賀市兵庫町瓦町四本松1082

一般競争入札 ― 1,216,950 ―

30
熊本地方検察庁デジタルモノクロ
複合機２台交換契約

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3月2日
リコー九州株式会社
福岡市西区石丸２丁目３８番２
９号

一般競争入札 ― 383,250 ―
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31
熊本地方検察庁デジタルフルカ
ラー複合機２台交換契約

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3月2日
リコー九州株式会社
福岡市西区石丸２丁目３８番２
９号

一般競争入札 ― 279,300 ―

32 複合機交換契約

支出負担行為担当官
　山形地方検察庁検事正
  渋佐愼吾
（山形県山形市大手町1-32）

平成21年3月12日
（株）メコム
山形県山形市香澄町2-9-21

一般競争入札 ― 1,722,000 ―

33
札幌高等検察庁及び札幌地方検
察庁災害時非常用備蓄食糧等供
給契約

支出負担行為担当官
　札幌高等検察庁検事長
　渡邉一弘
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3月2日
（株）三好商会
北海道札幌市中央区大通西１
８丁目１番地

一般競争入札 ― 1,905,424 ― 　

34 タイルカーペット敷替業務一式

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3月4日
（株）三好商会
北海道札幌市中央区大通西１
８丁目１番地

一般競争入札 ― 3,383,793 ―

35 物品管理システム一式供給契約

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3月5日
扶桑電通（株）北海道支店
札幌市中央区南一条西９丁目
１番２号

一般競争入札 ― 1,837,500 ―

36 プリンター供給契約

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3月6日
（株）三好商会
北海道札幌市中央区大通西１
８丁目１番地

一般競争入札 ― 1,837,500 ―
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37 札幌地方検察庁複合機交換契約

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3月10日
（株）イトーキ北海道
札幌市白石区本通４丁目北１
番１号

一般競争入札 ― 3,664,500 ― 　

38 パーソナルコンピュータ一式

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3月2日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 12,810,525 ―

39 電子複写機一式（１３台）

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3月2日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 7,157,934 ―

入札は５年間分
の保守料金込
みで実施。保守
契約は別途締
結。

40 印鑑照合システム２８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3月6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 ― 3,620,925 ―

41
電話構内交換機及び音声応答転
送装置等の購入一式

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3月6日
サクサ（株）
東京都港区白金１－１７－３

一般競争入札 ― 3,476,550 ―

42 紙幣硬貨入出金システム一式

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3月9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 ― 11,865,000 ―

43
情報セキュリティー対策システム一
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3月9日
リコー販売(株)
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 4,392,780 ―



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
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44 モニター用カメラ等購入一式

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3月10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 ― 2,656,500 ―

45
地番検索システム用パーソナルコ
ンピュータ（タッチパネルモニター）
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3月11日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 9,009,000 ―

46 カラー複合機（電子複写機）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3月16日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 6,901,952 ―

入札は５年間分
の保守料金込
みで実施。保守
契約は別途締
結。

47 複合機（電子複写機）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3月16日
リコー販売（株）
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 4,824,632 ―

入札は５年間分
の保守料金込
みで実施。保守
契約は別途締
結。

48 会議テーブル等一式

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3月16日
(株)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 ― 3,024,000 ―

49
セロ窓付再生紙クラフト封筒（１箱５
００枚入り）１，０６８箱

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3月16日
ツバメ工業(株)
愛知県四国中央市川之江町２
４１５番地

一般競争入札 ― 1,646,631 ―

50 局長室応接セット一式

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3月23日
(株)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 ― 2,072,070 ―

51 インバータ照明器具一式

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3月26日
(株)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 ― 15,274,245 ―
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52 複合認証機　２６台

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3月26日
（株）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 ― 11,329,500 ―

53
ノート型パーソナルコンピュータ
(104台)購入契約

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3月9日
東芝情報機器株式会社
東京都江東区豊洲5-6-15

一般競争入札 ― 8,053,500 ―

54 印鑑照合システム(19式)購入契約
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3月9日
デジタルプロセス株式会社
神奈川県厚木市中町2-9-6

一般競争入札 ― 2,449,860 ―

55 事務官用椅子(287脚)購入契約
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3月16日
株式会社内田洋行
東京都中央区新川2-4-7

一般競争入札 ― 9,870,000 ―

56
紙折りフィニッシャー付電子複写機
(5台)購入契約

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3月16日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区赤坂9-7-3

一般競争入札 ― 8,360,730 ―

57 認証複合機(25台)購入契約
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3月19日
エイム販売株式会社
川崎市中原区新丸子東2-925

一般競争入札 ― 9,345,000 ―

58
プレゼンテーション機器一式購入
契約

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3月19日
株式会社トシダ
横浜市西区伊勢町1-15

一般競争入札 ― 5,796,000 ―

59 モニター用カメラ(9式)購入契約
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3月19日
京セラミタジャパン株式会社
東京都中央区日本橋本町1-9-
15

一般競争入札 ― 2,835,000 ―
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60 窓口用筆記台(56台)購入契約
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3月23日
株式会社マルタン
横浜市中区山下町273

一般競争入札 ― 9,114,000 ―

61 デジタル複合機(9台)購入契約
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3月23日
京セラミタジャパン株式会社
東京都港区日本橋本町1-9-15

一般競争入札 ― 8,469,350 ―

62 会議用テーブル一式購入契約
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3月23日
日本統計機株式会社
東京都大田区池上5-22-11

一般競争入札 ― 6,425,370 ―

63
音声付順番案内装置一式(6式)購
入契約

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3月24日
株式会社マルタン
横浜市中区山下町273

一般競争入札 ― 4,147,500 ―

64 トータルステーション(6式)購入契約
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3月27日
株式会社ソキア販売
東京都世田谷区用賀2-31-7

一般競争入札 ― 7,560,000 ―

65
さいたま地方法務局モニター用カメ
ラ購入

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3月10日
京セラミタジャパン（株）
東京都中央区日本橋1-9-15

一般競争入札 ― 2,211,300 ―

66 印鑑照合システム18式購入

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3月3日
デジタルプロセス株式会社
神奈川県厚木市中町2丁目9番
6号

一般競争入札 ― 2,787,750 ―

67
千葉地方法務局ほか3庁の電話構
内交換機及び自動音声応答転送
装置等の購入一式

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3月18日
電通工業株式会社
東京都港区新橋５丁目３０番４
号

一般競争入札 ― 6,090,000 ―
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68
宇都宮地方法務局本局外１０庁防
災用品供給契約

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3月2日
藤井産業（株）
栃木県宇都宮市平出工業団地
41-3

一般競争入札 ― 2,068,500 ―

69 照明器具更新等作業契約
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3月4日
中央電設工事株式会社
群馬県前橋市六供町１２２１番
地１

一般競争入札 ― 5,250,000 ―

70 番号呼出表示システム一式
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3月16日
株式会社栗田商会静岡支店
静岡市葵区駒形通6-7-1

一般競争入札 ― 4,079,250 ―

71 ノート型パソコン（４２台）
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3月17日
リコー中部株式会社
名古屋市北区稚児宮通1-30

一般競争入札 ― 3,453,030 ―

72 印鑑照合システム
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3月17日
デジタルプロセス株式会社
神奈川県厚木市中町2-9-6

一般競争入札 ― 1,808,100 ―

73 複写機仕様１（カラー２台）
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3月24日
リコー中部株式会社
名古屋市北区稚児宮通1-30

一般競争入札 ― 3,592,995 ―

74 複写機仕様１（モノクロ４台）
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3月24日
リコー中部株式会社
名古屋市北区稚児宮通1-30

一般競争入札 ― 2,859,465 ―

75 郵便料金計器　５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3月23日
ピツニーボウズジャパン(株)
東京都品川区戸越1-7-1

一般競争入札 ― 966,000 ―
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76
新潟地方法務局印鑑照合システム
12式物品供給契約

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3月11日
ローレルバンクマシン（株）
東京都港区虎ノ門1丁目1番2
号

一般競争入札 ― 1,549,800 ―

77
新潟地方法務局郵便料金計器物
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3月16日
（株）ヒウラ
新潟市東区牡丹山1丁目34番6
号

一般競争入札 ― 5,754,000 ―

78
新潟地方法務局パーソナルコン
ピュータ物品供給契約

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3月16日
（株）エヌ・シー・エス
新潟市中央区沼垂東2丁目11
番21号

一般競争入札 ― 3,702,825 ―

79 郵便料金計器
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3月6日
ピツニーボウズジャパン（株）
東京都品川区戸越1-7-1

一般競争入札 ― 2,898,000 ―

80
大阪法務局東大阪支局（新庁舎）
事務用家具等一式

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3月16日
（株）イノウエ商事
大阪府泉大津市我孫子2-4-20

一般競争入札 ― 12,180,000 ―

81
事務用パーソナルコンピュータ一
式

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3月17日
関西文具（株）
大阪市北区浪花町13-10

一般競争入札 ― 4,135,950 ―

82
パーソナルコンピュータ供給契約
３０台

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3月9日 個人情報につき非公表 一般競争入札 ― 4,030,425 ―

83
電子複写機交換契約
５台

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3月13日
リコー関西株式会社
大阪市中央区谷町四丁目１１
番６号

一般競争入札 ― 1,230,600 ―
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84
インターネット光回線接続整備作業
一式

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１－１）

平成21年3月3日
東芝情報機器株式会社
東京都江東区豊洲５－６－１５

一般競争入札 ― 1,153,950 ―

85
住宅地図及び住居表示地番対照
住宅地図の供給契約

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１－１）

平成21年3月4日
株式会社ジュンク堂書店
神戸市中央区三宮町１丁目６
番１８号

一般競争入札 ― 2,513,626 ―

86 印鑑照合機１８台供給契約
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１－１）

平成21年3月16日
デジタルプロセス株式会社
神奈川県厚木市中町２丁目９
番６号

一般競争入札 ― 2,324,700 ―

87 電子複写機保守契約（Ａタイプ）
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１－１）

平成21年3月16日
リコー関西株式会社兵庫支社
神戸市中央区磯辺通１丁目１
番３９号

一般競争入札 ― 1,065,960 ―

88 電子複写機交換契約（Ａタイプ）
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１－１）

平成21年3月16日
リコー関西株式会社兵庫支社
神戸市中央区磯辺通１丁目１
番３９号

一般競争入札 ― 1,048,530 ―

89 電子複写機交換契約（Ｂタイプ）
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１－１）

平成21年3月16日
リコー関西株式会社兵庫支社
神戸市中央区磯辺通１丁目１
番３９号

一般競争入札 ― 193,200 ―

90
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）１６台
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１－１）

平成21年3月19日

綜合警備保障株式会社神戸支
社
神戸市中央区磯辺通４丁目１
番４４号（綜警神戸ビル）

一般競争入札 ― 1,802,304 ―

91
パーソナルコンピュータ等一式供
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１－１）

平成21年3月24日
株式会社藤光商会
神戸市兵庫区湊町３－２－２

一般競争入札 ― 15,500,000 ―

92
事務室用空気調和設備更新及び
増設

支出負担行為担当官
　奈良地方法務局長　坂本章
（奈良市高畑町５５２番地）

平成21年3月3日
富士電機総設株式会社
東京都中央区八丁堀２丁目２
０番８号

一般競争入札 ― 3,937,500 ―

93 複写機９台供給契約

支出負担行為担当官
　大津地方法務局長　小島寛
（滋賀県大津市京町三丁目1番１
号）

平成21年3月10日

リコー関西株式会社
滋賀ＭＡ営業部
滋賀県栗東市安養寺７丁目２
－２２

一般競争入札 ― 1,877,400 ―
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94 ノート型パソコン供給契約（２１台）

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3月17日
リコー関西（株）和歌山支社
和歌山市黒田３９番地の２

一般競争入札 ― 2,478,000 ―

95 印鑑照合システム供給契約
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3月2日
デジタルプロセス（株）
神奈川県厚木市中町２－９－
６

一般競争入札 ― 2,579,325 ―

96 紙折り機供給契約
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3月6日
デュプロ販売（株）
名古屋市中区大井町４－１９

一般競争入札 ― 1,146,600 ―

97
窓口番号案内表示システム供給契
約

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3月9日
（株）事務クリエイト
大阪府寝屋川市池田北町２４
－２－３１２

一般競争入札 ― 10,080,000 ―

98
物品供給契約（窓口用封筒，オン
ライン用封筒及び一般事務用封
筒）

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3月12日
ツバメ工業（株）
愛媛県四国中央市川之江町
2415

一般競争入札 ― 2,176,060 ―

99
物品供給契約（モニター用カメラ一
式（４庁分））

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3月13日
綜合警備保障（株）
東京都港区元赤坂1-6-6

一般競争入札 ― 1,237,845 ―

100
テレビジョン（５３台）及びテレビラッ
ク（６台）の購入

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3月16日
アプロ通信（株）
名古屋支店
名古屋市西区中沼町１９２－２

一般競争入札 ― 4,593,750 ―

101 複写機（２２台）供給契約
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3月16日
京セラミタジャパン（株）
名古屋市東葵3-15-31

一般競争入札 ― 4,137,630 ―
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102
物品供給契約（２Ｆ会議室用椅子４
２脚）

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3月16日
（株）丸天産業
名古屋市中区栄5-10-34

一般競争入札 ― 2,236,500 ―

103
タイルカーペットの交換（９６０．４９
㎡）

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3月17日
（株）丸天産業
名古屋市中区栄５－１０－３４

一般競争入札 ― 3,045,000 ―

104 物品供給契約（自動消印器１０台）
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3月23日
（株）事務クリエイト
大阪府寝屋川市池田北町24-
2-312

一般競争入札 ― 3,937,500 ―

105
呼出番号発券機（１０台）及び設置
台（６台）の購入

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3月23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 ― 2,735,880 ―

106 パーソナルコンピュータ供給契約
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3月24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 ― 3,838,086 ―

107
プリンタ（レーザープリンタ２３台，イ
ンクジェットプリンタ６台）供給契約

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3月24日
リコー中部（株）
名古屋市北区稚児宮通1-30

一般競争入札 ― 722,022 ―

108
A4ノートブックパソコン物品供給契
約

支出負担行為担当官
　津地方法務局長　山岸良一
（三重県津市丸之内２６番８号）

平成21年3月3日
KDDI株式会社
東京都新宿区西新宿１丁目３
－２

一般競争入札 ― 2,095,800 ―

109 製本機供給契約
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3月26日
株式会社インターコスモス
大阪市北区紅梅町３番１６号

一般競争入札 ― 2,619,750 ―
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110
物品供給契約「地番検索システム
更新データ６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3月12日
株式会社刊広社
石川県金沢市大手町１５－２６

一般競争入札 ― 4,567,500 ―

111
富山地方法務局魚津支局照明器
具改修作業一式

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3月3日
株式会社ケイ電工
富山県富山市有沢７４-１

一般競争入札 ― 609,000 ―

112
物品交換契約（複写機及び複合機
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3月26日
富士ゼロックス北陸（株）
石川県金沢市中橋町11－18

一般競争入札 ― 2,358,772 ―

113
指紋認証式セキュリティ収納システ
ム一式購入契約

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3月2日
株式会社岡村製作所
横浜市西区北幸二丁目７番１
８号

一般競争入札 ― 3,465,000 ―

114 ファイルワゴン一式購入

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3月4日
山陽事務機（株）
岡山市原尾島１－２－２０

一般競争入札 ― 3,849,300 ―

115 郵便料金計器購入

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3月6日
ピツニーボウズジャパン（株）
東京都品川区戸越１－７－７

一般競争入札 ― 924,000 ―

116
岡山地方法務局局内ＬＡＮシステ
ム関連機器購入

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3月11日
クラブン（株）
岡山県倉敷市笹沖４１０－５

一般競争入札 ― 2,442,825 ―

117
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
　福岡法務局長　横山緑
（福岡市中央区舞鶴３－９－１５）

平成21年3月2日
株式会社両備システムズ
岡山県岡山市豊成二丁目７番
１６号

一般競争入札 ― 2,100,000 ―
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118
福岡法務局電算室変圧器撤去等
作業　一式

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３－９－１５）

平成21年3月9日
富士電機総設株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目２
０番８号

一般競争入札 ― 8,085,000 ―

119 パソコン納入等契約　６０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３－９－１５）

平成21年3月10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 ― 12,600,000 ―

120
ＬＡＮ用パソコンプリンタ納入契約
　１５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３－９－１５）

平成21年3月10日
株式会社フジモト
北九州市小倉北区西港町６１
番１５号

一般競争入札 ― 1,083,215 ―

121 製本機納入契約　１０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３－９－１５）

平成21年3月13日
株式会社ミナミ商事
福岡市博多区美野島二丁目６
番５号

一般競争入札 ― 4,583,250 ―

122
椅子及び机の納入契約
机２０台　椅子７２脚

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３－９－１５）

平成21年3月13日
株式会社ミナミ商事
福岡市博多区美野島二丁目６
番５号

一般競争入札 ― 4,158,000 ―

123
事務用パソコンプリンタ納入契約
１８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３－９－１５）

平成21年3月13日
株式会社福助屋
福岡市博多区博多駅前４－８
－１０

一般競争入札 ― 2,326,800 ―

124 印鑑照合機納入契約　１７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３－９－１５）

平成21年3月13日
デジタルプロセス株式会社
神奈川県厚木市中町二丁目９
番６号

一般競争入札 ― 2,088,450 ―
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125 モニター用カメラ納入契約　８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３－９－１５）

平成21年3月13日
綜合警備保障株式会社
東京都渋谷区元赤坂一丁目６
番６号

一般競争入札 ― 1,881,600 ―

126
サーバラック用免震装置納入契約
１８基

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３－９－１５）

平成21年3月24日
ＮＳＫ株式会社
東京都千代田区九段南２－３
－１

一般競争入札 ― 4,725,000 ―

127
椅子及び机の納入契約
机２台　椅子２５脚

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３－９－１５）

平成21年3月24日
株式会社ミナミ商事
福岡市博多区美野島二丁目６
番５号

一般競争入札 ― 1,110,900 ―

128 事務用ファクシミリ納入契約　１０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３－９－１５）

平成21年3月25日
株式会社フジモト
北九州市小倉北区西港町６１
番１５号

一般競争入札 ― 3,843,000 ―

129
長崎地方法務局諌早支局ハンドル
式移動書架　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3月2日
有限会社三丸紙文具販売
長崎市平和町5-3

一般競争入札 ― 3,780,000 ―

130 スタンダード複写機

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3月24日
株式会社エビス堂
長崎市恵美須町6-14

一般競争入札 ― 4,567,500 ―

131 デジタルカラー印刷機　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3月24日
株式会社イシマル
長崎市田中町587-1

一般競争入札 ― 3,780,000 ―

132 ノートパソコン購入

支出負担行為担当官
　大分地方法務局長
  斎藤　和博
（大分県城崎町２丁目３番２１号）

平成21年3月16日
リコー九州（株）大分支社
大分市萩原４丁目８番７号

一般競争入札 ― 4,195,800 ―



別表３
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133 事務用回転椅子購入

支出負担行為担当官
　大分地方法務局長
  斎藤　和博
（大分県城崎町２丁目３番２１号）

平成21年3月17日
（株）カミノ
大分市大字畑中７１５番地の２

一般競争入札 ― 2,205,000 ―

134
熊本地方法務局照明器具改修工
事

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3月12日
中川電設株式会社
熊本市島崎１－１９－１４

一般競争入札 ― 1,490,000 ―

135 複写機交換契約
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3月16日
リコー九州株式会社
福岡市西区石丸２－３８－２９

一般競争入札 ― 1,008,000 ―

136
鹿児島地方法務局カラー印刷機供
給・印刷機下取(交換）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3月10日
（有）山下事務器
鹿児島市中央町４番地４２

一般競争入札 ― 4,620,000 ―

137
鹿児島地方法務局パーソナルコン
ピュータ等物品供給契約

支出負担行為担当官
　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3月17日
（株）富士通ビジネスシステム
東京都文京区後楽一丁目７番
２７号

一般競争入札 ― 2,688,000 ―

138
鹿児島地方法務局自動窓口受付
システム納入契約

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3月17日
グローリー（株）
兵庫県姫路市下手野一丁目３
番１号

一般競争入札 ― 1,963,500 ―

139 デジタル複合機（２台）の購入

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3月10日
松本事務機株式会社
宮城県仙台市宮城野区幸町２
－１１－３

一般競争入札 ― 2,034,900 ―

140
住宅地図（５５冊）及び住居表示地
番対照住宅地図（２５冊）の購入

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
９番地広瀬通ＳＥビル）

平成21年3月12日
株式会社ゼンリン
東京都千代田区西神田１－１
－１

一般競争入札 ― 1,268,382 ―
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141 防災用品等物品供給
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3月2日
株式会社新月堂
山形県天童市本町１－４－３５

一般競争入札 ― 1,953,735 ―

142 照明器具取替作業
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3月5日
光電設株式会社
山形県山形市青田３－９－１８

一般競争入札 ― 2,625,000 ―

143
ノート型パーソナルコンピュータ交
換

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3月23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 ― 2,605,050 ―

144 ノート型パソコン一式納入
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3月9日
(株)リードコナン
岩手県盛岡市本宮字小幅１０
－３

一般競争入札 ― 1,648,500 ―

145
カラーレーザープリンタ等交換契約
１０台

支出負担行為担当官代理
　青森地方法務局次長　秋山重紀
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成21年3月14日
富士ゼロックス（株）青森営業
所
青森市本町一丁目２－１５

一般競争入札 ― 703,500 ―

146 事務用複合機等交換契約　２台
支出負担行為担当官代理
　青森地方法務局次長　秋山重紀
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成21年3月17日
リコー東北（株）青森支店
青森市第二問屋町三丁目５－
３７

一般競争入札 ― 2,125,987 ―

147 ノートパソコン購入　１６台
支出負担行為担当官代理
　青森地方法務局次長　秋山重紀
（青森県青森市長島１ー３ー５）

平成21年3月17日
リコー東北（株）青森支店
青森市第二問屋町三丁目５－
３７

一般競争入札 ― 1,764,000 ―
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148
パーソナルコンピュータ等供給契
約

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3月12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 ― 6,825,000 ―

149
デジタルモノクロ複写機交換契約
（複合機）

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3月12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 ― 3,810,681 ―

150
デジタルモノクロ複写機交換契約
（複写専用機）

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3月12日
北海道グローリー株式会社
札幌市中央区北１３条西１７丁
目１番４５号

一般競争入札 ― 1,543,500 ―

151
デジタルモノクロ複写機交換契約
（広幅機）

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3月12日
北海道グローリー株式会社
札幌市中央区北１３条西１７丁
目１番４５号

一般競争入札 ― 544,950 ―

152
パーソナルコンピュータ等供給契
約

支出負担行為担当官
　釧路地方法務局長
　垂石善次
（北海道釧路市幸町１０丁目３番
地）

平成21年3月17日
株式会社マルエイ六峰社
北海道釧路市仲浜町１番１５

一般競争入札 ― 4,074,000 ―

153 移動式書架等購入
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3月23日
(株)サカノ
徳島市南内町１丁目４０－２

一般競争入札 ― 1,018,500 ―

154 複合機購入・下取（交換）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3月18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 ― 8,129,782 ―
５年間の保守料
を含む。

155 複写機購入・下取（交換）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3月18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 ― 4,132,380 ―
５年間の保守料
を含む。
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156
パーソナルコンピュータ購入・下取
（交換）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3月18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 ― 3,074,179 ―

157
複写機購入・下取（交換）契約
（デジタルカラー複合機４式）

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3月16日
株式会社中予事務機
松山市千舟町七丁目８番地４

一般競争入札 ― 2,131,500 ―

158 プロジェクター等一式

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3月4日
NECフィールディング株式会社
東京第一支社立川支店
東京都立川市錦町2-4-6

一般競争入札 ― 2,730,000 ―

159 ブラインド一式

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3月4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 ― 1,333,500 ―

160 事務用備品一式

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3月5日
株式会社タキザワ
東京都国立市北3-16-20

一般競争入札 ― 2,877,000 ―

161 印刷機（2台）更新整備

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3月13日
理想科学株式会社
東京都港区芝浦2-12-16

一般競争入札 ― 3,503,850 ―

162 テレビ等一式

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3月13日
株式会社大塚商会ＬＡ事業部
埼玉県さいたま市中央区上落
合8-1-19

一般競争入札 ― 1,984,500 ―
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163 寝具等一式

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3月18日
株式会社ライオン事務器
東京都中央区日本橋馬喰町2-
2-6

一般競争入札 ― 4,725,000 ―

164 事務資材一式

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3月18日
株式会社広野
さいたま市桜区南元宿2-15-5

一般競争入札 ― 4,138,003 ―

165 エックス線検査装置等一式

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3月18日
Smith　Heimann　GmbH
ドイツ連邦共和国ヴィースバー
デン６５２０５イム・ヘレツエンチ

一般競争入札 ― 2,625,000 ―

166 事務用備品（机等）一式供給契約
支出負担行為担当官
　高松矯正管区長　梅崎裕一
（香川県高松市丸の内１番１号）

平成21年3月17日
株式会社青柳
香川県高松市福岡町二丁目５
－７

一般競争入札 ― 2,037,000 ―

167
第4・5期工事関連備品事務用機器
等(書架36台ほか）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3月2日
（株）インテリアヤマト
北海道札幌市中央区北7西16-
1

一般競争入札 ― 20,296,500 ―

168
第4・5期工事関連備品事務用機器
等(折りたたみチェア－800脚ほか）
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3月2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 ― 17,430,000 ―

169
警備用機器(防刃ジャンパ－15着
ほか）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3月10日
榎本商事（株）
北海道札幌市中央区南2西10-
3-1

一般競争入札 ― 1,801,800 ―
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落札率
（％）

備　考

170 パソコンほか40台に係る供給契約

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3月13日
（株）エムケ中田商会
北海道札幌市東区北12東1

一般競争入札 ― 4,672,500 ―

171 除湿乾燥機購入契約
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3月12日
（株）興商
北海道札幌市白石区菊水元町
２－５－４－８

一般競争入札 ― 3,780,231 ―

172 事務用パソコン１５台購入契約
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3月13日
（株）前商店
北海道岩見沢市1条西９－１－
２

一般競争入札 ― 1,037,925 ―

173 全自動散薬分包機交換契約
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3月11日
株式会社青森メディカル
青森県青森市はまなす二丁目
５番１号

一般競争入札 ― 2,446,500 ―

174 壁面収納書庫供給契約
支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長　徳久　彰
（栃木県大田原市寒井１４６６－２）

平成21年3月9日
藤井産業（株）
栃木県宇都宮市平出工業団地
４１番地３

一般競争入札 ― 2,394,000 ―

175
食器洗浄機１台・揚物機１台・冷凍
ストッカー１台

支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成21年3月9日
有限会社坂東厨房
群馬県前橋市緑が丘町１０－
９

一般競争入札 ― 4,777,500 ―

176 被服乾燥機１台
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成21年3月13日
藤田エンジニアリング株式会社
群馬県高崎市飯塚町１１７４－
５

一般競争入札 ― 2,835,000 ―

177 歯科用エックス線撮影装置一式
支出負担行為担当官
　前橋刑務所長　用松　信夫
（群馬県前橋市南町１－２３－７）

平成21年3月19日
株式会社スズキデンタル
群馬県高崎市山田町７７

一般競争入札 ― 5,344,500 ―



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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178
洋裁用機械一式（２本針オーバー
ロックミシン４台ほか９台）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3月16日
ＪＵＫＩ販売株式会社
東京都調布市国領町8-2-1

一般競争入札 ― 3,480,000 ―

179 立型フライス盤購入契約

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3月23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 ― 5,750,000 ―

180 多重放映制御装置一式

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
  岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成21年3月3日
田中電気株式会社
東京都千代田区外神田１－１
６－９

一般競争入札 ― 6,027,000 ―

181 手術用備品一式

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
  岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成21年3月12日
株式会社イノメディックス
東京都文京区小石川４－１７
－１５

一般競争入札 ― 5,250,000 ―

182 全自動洗濯脱水機一式

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
  岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成21年3月12日
株式会社アサヒ製作所
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町
５６８

一般競争入札 ― 1,890,000 ―

183 事務用椅子更新７６脚

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
  岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成21年3月16日
株式会社タキザワ
東京都国立市北３－１６－２０

一般競争入札 ― 1,989,540 ―

184 医療用ビデオスコープ一式

支出負担行為担当官
　八王子医療刑務所長
  岩堀武司
（東京都八王子市子安町3－26－
1）

平成21年3月23日
ケイエスオリンパス株式会社
東京都新宿区西新宿３－２０
－２

一般競争入札 ― 7,822,500 ―



別表３
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185 感染防止用マスク供給契約
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3月6日
新陽（株）
東京都中央区日本橋室町４－
３－５

一般競争入札 ― 3,255,000 ―

186 パソコン供給契約
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3月19日

リコーテクノシステムズ（株）東
京第一支社西東京事業部
西東京第２S&S営業部府中
サービスステーション
東京都府中市日鋼町１丁目１
番地　Jタワービル１２F

一般競争入札 ― 9,907,574 ―

187 液晶テレビほか電化製品一式

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3月6日
株式会社カイショー
神奈川県横浜市西区平沼２－
２－２

一般競争入札 ― 5,337,150 ―

188 ３人用ロッカー他一式

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3月6日

有隣堂ソリューションズ株式会
社
神奈川県横浜市戸塚区品濃町
８８１番地１６

一般競争入札 ― 3,139,500 ―

189 居室用ポット一式

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3月6日
株式会社タニックス
東京都渋谷区渋谷３－２７－１
１

一般競争入札 ― 2,150,190 ―

190
炊事用備品調達契約
（蒸気式炊飯釜２台）

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3月17日

日本調理機株式会社新潟営業
所
新潟市中央区上所上１丁目２
番１号

一般競争入札 ― 7,560,000 ―  

191 長野刑務所被収容者用給食弁当
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3月16日
協同組合須坂給食センター
長野県須坂市大字米持257

一般競争入札 ― 7,304,094 ―
単価契約
798円／食
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192 パソコン調達

支出負担行為担当官
　川越少年刑務所長
　中山　厚
（埼玉県川越市南大塚１５０８番地）

平成21年3月13日
（株）クマヒラ
東京都中央区日本橋本町1丁
目１０番３号

一般競争入札 ― 2,403,450 ―

193 炊事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3月6日
カマタニ（株）
富山県高岡市問屋町191番地

一般競争入札 ― 1,753,500 ―

194
多機能無線通話システム整備　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3月9日
大和電設（株）
福井県福井市開発1丁目101番
地

一般競争入札 ― 14,595,000 ―

195 事務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3月19日
（株）明文堂
富山県富山市太郎丸西町1-
16-1

一般競争入札 ― 11,865,000 ―

196 テレビ物品供給契約　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3月19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 ― 3,026,157 ―

197 炊事用備品更新整備契約

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3月13日
ホシザキ東海株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅五
丁目２１番３号

一般競争入札 ― 5,505,150 ― 　

198 物品供給契約（パソコン等）

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3月27日

株式会社サンヨーオーエー中
部
岐阜県安八郡安八町大森１８
０

一般競争入札 ― 2,832,900 ―

199 備品一式購入契約

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3月9日
株式会社オフィスサプライズ
愛知県名古屋市名東区新宿2-
2

一般競争入札 ― 2,205,000 ―
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200
有機汚濁モニターＵＶ計及びスカム
移送ポンプ一式購入契約

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3月12日
株式会社クリタス
愛知県名古屋市昭和区阿由知
通4-13

一般競争入札 ― 6,090,000 ―

201 パソコン４０台の購入契約

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3月12日
株式会社ニッセイコム
愛知県名古屋市中区錦2-5-12

一般競争入札 ― 2,950,500 ―

202 パソコン整備
支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長　島田佳雄
（愛知県名古屋市東区白壁１の１）

平成21年3月10日
株式会社篠田商会
名古屋市東区葵１－２６－１４

一般競争入札 ― 1,833,300 ―

203 テレビ一式
支出負担行為担当官
　大阪刑務所長　中野　和男
（大阪府堺市堺区田出井町６－１）

平成21年3月4日

株式会社大塚商会ＬＡ関西営
業部
大阪府大阪市福島区福島１４
番１号

一般競争入札 ― 6,045,900 ―

204
医療用電動ドリルドライバー一式
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3月9日
（株）大黒
和歌山市手平3-8-43

一般競争入札 ― 2,088,450 ―

205 ガス滅菌装置一式購入

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3月19日
泉州医療器（株）
岸和田市極楽寺町2-3-16

一般競争入札 ― 3,706,500 ―

206
上部消化管汎用ビデオスコープ等
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3月25日
（株）アダチ
大阪市中央区内平野町3-2-10

一般競争入札 ― 4,158,000 ―

207
テレビモニター等一式
テレビモニター５７台
ＤＶＤハードディスクレコーダー６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3月9日
神姫産業株式会社
神戸市兵庫区駅南通５－３－
２３

一般競争入札 ― 3,559,500 ―
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208
神戸刑務所の庁舎及び寮舎で使
用する電力

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3月16日
関西電力株式会社明石営業所
兵庫県明石市東仲ノ町２－１４

一般競争入札 ― 28,227,544 ―

単価
基本料金1ｋＷ
1,685.25円
電力量料金
夏季12.08円
その他季11.06
円

209
神戸刑務所の職業訓練棟で使用
する電力

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3月16日
関西電力株式会社明石営業所
兵庫県明石市東仲ノ町２－１４

一般競争入札 ― 19,764,060 ―

単価
基本料金1ｋＷ
1,811.25円
電力量料金
夏季10.74円
その他季9.84円

210 折りたたみイス1000脚購入

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3月12日
株式会社オフィオスサプライズ
姫路市広畑区蒲田4-215

一般競争入札 ― 2,037,000 ―

211 パソコン購入契約
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3月10日

NECフィールディング（株）関西
第一支社姫路支店
兵庫県姫路市北条宮の町１１
３

一般競争入札 ― 2,163,000 ―

212 空調機器更新等整備　一式
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3月10日
大阪電機機工株式会社
大阪市生野区桃谷5-2-3

一般競争入札 ― 1,890,000 ―

213 パソコン等整備　一式
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3月25日
リコー関西株式会社
大阪市中央区谷町4丁目11番6
号

一般競争入札 ― 5,840,131 ―

214 パソコン２０台の購入
支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　重松英滿
（岡山県岡山市牟佐765）

平成21年3月17日
理研産業（株）
広島市中区大手町4-6-27

一般競争入札 ― 1,581,300 ―
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215 業務用電力の購入
支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　重松英滿
（岡山県岡山市牟佐765）

平成21年3月18日
中国電力（株）岡山東営業所
岡山市西大寺中野422-3

一般競争入札 ― 23,561,154 ―
単価契約（9.68
円/KWｈ）ほか2
件

216 産業用電力の購入
支出負担行為担当官
　岡山刑務所長　重松英滿
（岡山県岡山市牟佐765）

平成21年3月18日
（株）エネット
東京都港区芝公園1-8-12

一般競争入札 ― 20,334,560 ―
単価契約（10.94
円/KWｈ）ほか2
件

217
山口刑務所庁舎冷房機器更新整
備及び設置
エアコン６台外

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3月13日
（株）中電工
広島市中区小網町６－１２

一般競争入札 ― 4,021,500 ―

218
パソコン等更新整備
ノート型パソコン１２台外

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3月13日
（株）富士通ビジネスシステム
山口営業所
山口市小郡高砂町１－８

一般競争入札 ― 2,076,900 ―

219
被収容者用食器更新整備
飯食器６００個外

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3月13日
（株）中西製作所山口営業所
山口市下小鯖２５０３－６

一般競争入札 ― 1,995,000 ―

220 事務用品一式供給契約
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3月16日
株式会社サカノ
徳島市南内町１丁目４０番地

一般競争入札 ― 5,519,010 ―

221 監視カメラ一式供給契約
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3月23日

三菱電機システムサービス株
式会社四国支店
香川県高松市花園町１丁目９
番３８号

一般競争入札 ― 1,995,000 ―

222 工場用テレビ更新整備（２７台）

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3月13日
タケヤ電機株式会社
高松市松島町２丁目１番２４号

一般競争入札 ― 2,583,000 ―
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223 精米機購入一式

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3月5日
（株）マルゼン
福岡県福岡市博多区東比恵３
－１１－１８

一般競争入札 ― 4,725,000 ―

224 初度備品（軽量棚等）整備

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3月6日
（株）レイメイ藤井
福岡県福岡市博多区古門戸町
５－１５

一般競争入札 ― 4,305,000 ―

225 事務用机更新及び既存机廃棄

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3月9日
（株）福助屋
福岡県福岡市博多区博多駅前
４－８－１０

一般競争入札 ― 7,208,250 ―

226 フォークリフト1台購入

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3月11日
(株）トヨタＬ＆Ｆ福岡
福岡県福岡市博多区東比恵４
－５－１４

一般競争入札 ― 1,890,000 ―

227
スチームコンベクションオーブン物
品供給契約

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番地）

平成21年3月2日
王子テック（株）
福岡県早良区次郎丸6-5-8

一般競争入札 ― 3,024,000 ―

228 液晶テレビ物品供給契約
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番地）

平成21年3月18日
（株）コジマ ＮＥＷ鳥栖店
佐賀県鳥栖市轟町字二本黒木
1198

一般競争入札 ― 3,447,045 ―

229 糸・ファスナー物品供給契約
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番地）

平成21年3月26日
サイカイ（株）
福岡県久留米市梅満町143-1

一般競争入札 ― 1,749,352 ―

230 洗濯機更新整備
支出負担行為担当官
　熊本刑務所長　山本　清
（熊本県熊本市７－１２－１）

平成21年3月27日
（株）アサヒ製作所九州営業所
福岡県北九州市小倉北区三萩
野2-2-7

一般競争入札 ― 2,310,000 ―
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231 被収容者用ベッド　３０台
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3月5日
（有）ハクシン
三重県伊勢市上地町字大久保
2691-21

一般競争入札 ― 1,655,850 ―

232
業務用全自動洗濯脱水機1台更新
整備一式

支出負担行為担当官
　広島少年院長　梅崎　照行
（広島県東広島市八本松町原１１１
７４－３１）

平成21年3月16日
株式会社大迫本社
広島市安芸区矢野西5丁目3番
１６号

一般競争入札 ― 1,257,900 ―

233 電話設備更新整備
支出負担行為担当官
　丸亀少女の家長　橋本徹夫
（丸亀市中津町２８番地）

平成21年3月3日
扶桑電通株式会社
高松市中野町２９番７号

一般競争入札 ― 1,120,000 ―

234 全自動洗濯脱水機下取交換整備
支出負担行為担当官代理
　四国少年院次長　田所康二
（香川県善通寺市善通寺町2020）

平成21年3月2日
港産業（株）
徳島県徳島市川内町平石住吉
２０９－１

一般競争入札 ― 1,543,500 ―

235 全自動多重放映システム更新整備
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3月9日
パナソニックシステムソリューソ
ンズジャパン（株）四国社
香川県高松市勅使町１８１－５

一般競争入札 ― 1,903,650 ―

236
人吉農芸学院庁舎周辺監視用カメ
ラ及び収容棟廊下監視用テレビカ
メラ更新整備

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3月10日

九州三菱電機販売（株）熊本支
社
熊本県熊本市尾ノ上１丁目１５
番１４号

一般競争入札 ― 3,181,500 ―

237 事務用机他の購入

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3月5日
リコー販売株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい二丁目３番３号

一般競争入札 ― 1,617,000 ―
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238 デジタル複合機の交換契約　３台
支出負担行為担当官
　東京保護観察所長　笠原和男
（東京都千代田区霞が関1‐1-1）

平成21年3月13日
キャノンマーケティングジャパン
（株）
東京都港区港南2-16-6

一般競争入札 ― 997,500 ―
保守単価と併せ
て競争入札を実
施

239 監視カメラ機器等の調達　一式
支出負担行為担当官
　東京保護観察所長　笠原和男
（東京都千代田区霞が関1‐1-1）

平成21年3月27日
田中電気（株）
東京都千代田区外神田1-16-9

一般競争入札 ― 2,089,500 ―

240 電話設備一式

支出負担行為担当官
　神戸保護観察所長
  鈴木一光
（兵庫県神戸市中央区橘通１丁目４
番１号）

平成21年3月2日
三和通信工業（株）
大阪市中央区北久宝寺町１丁
目７番９号

一般競争入札 ― 987,000 ―

241 オフィス家具等一式購入契約

支出負担行為担当官
　名古屋保護観察所長
  鈴木康之
（愛知県名古屋市中区三の丸４－３
－１）

平成21年3月9日
愛知株式会社
愛知県名古屋市東区筒井３丁
目２７番２５号

一般競争入札 ― 1,906,800 ―

242
成田空港支局第1PTBにおけるタイ
ルカーペット等更新作業

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3月2日
株式会社シューエイ商行
千葉県千葉市中央区亀井町４
－１５

一般競争入札 ― 4,189,500 ―

243
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）等一
式購入契約

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3月16日
廣友物産株式会社
東京都港区赤阪１－４－１７

一般競争入札 ― 1,989,960 ―

244 複合機更新契約
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3月19日

リコー販売株式会社首都圏広
域事業本部公共文教営業部
東京都中央区銀座６－１４－６

一般競争入札 ― 3,945,900 ―

245
成田空港支局第1PTB及び第２ＰＴ
Ｂ出国審査場逆流防止装置におけ
る監視カメラ設置作業

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3月23日
沖電気工業株式会社
東京都港区芝浦４－１０－１６

一般競争入札 ― 1,680,000 ―
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246 事務用什器等一式購入
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3月24日
株式会社シューエイ商行
千葉県千葉市中央区亀井町４
－１５

一般競争入札 ― 11,529,000 ―

247 パソコンの物品供給契約
支出負担行為担当官
　関東公安調査局長　吉田広司
（東京都千代田区九段南1-1-10）

平成21年3月5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 ― 3,034,500 ―

248 パーソナルコンピュータの購入

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　牧野直明
（大阪市中央区谷町二丁目一番十
七号）

平成21年3月4日
（株）大塚商会LA関西営業部
大阪市福島区福島６丁目１４
番１号

一般競争入札 ― 3,425,100 ―

249 事務用机ほかの物品供給契約

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　牧野直明
（大阪市中央区谷町二丁目一番十
七号）

平成21年3月24日
（株）日興商会大阪中央支店
大阪市中央区南船場２丁目３
番１１号

一般競争入札 ― 2,539,950 ―

250
デジタルカメラほかの物品供給契
約

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　牧野直明
（大阪市中央区谷町二丁目一番十
七号）

平成21年3月24日
金澤英（株）
大阪市中央区平野町１－７－
１４

一般競争入札 ― 1,827,000 ―

251 シュレッダー３台の物品供給契約

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長　牧野直明
（大阪市中央区谷町二丁目一番十
七号）

平成21年3月24日
石元商事（株）
大阪市都島区中野町１丁目７
番２０号

一般競争入札 ― 1,606,500 ―

252 文書細断機の購入

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-
15）

平成21年3月13日
(株)日興商会
広島県広島市西区庚午中4-
14-19

一般競争入札 ― 1,809,150 ―

※予定価格及び落札率については，公表することにより，他の契約の予定価格を類推されるおそれがあることから，記載していません。


