
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
（一括調達実施庁等）

1
法務局通信ネットワークシステム用
ウィルス対策サーバシステム機器等
賃貸借　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22年2月1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 9,336,600 9,141,300 97.9

2
九段合同庁舎入退館管理システム機
能改修等　一式

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長
　小林　英樹
（東京都千代田区九段南１-1-10）

平成22年2月1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 5,742,187 5,670,000 98.7

3
株式会社リコー製登記情報システム
用汎用印刷機消耗品供給

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月1日
株式会社文武堂
新潟県新潟市中央区古町通5-
609

一般競争入札 5,607,000 5,437,215 97.0 単価契約

4
福島地方法務局分室電算用附帯設備
撤去作業

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町1-46）

平成22年2月1日
大槻電設工業株式会社
福島県福島市新浜町7-34

一般競争入札 10,084,528 9,922,500 98.4

5
秋田地方法務局大曲支局機械警備委
託業務

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

平成22年2月1日
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前1-5-1

一般競争入札 1,413,300 1,087,800 77.0

6 複写機交換及び同複写機保守

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁検事正
　河村　博
（千葉県千葉市中央区中央4-11-1）

平成22年2月1日
株式会社千葉測器
千葉県千葉市中央区都町2-
19-3

一般競争入札 16,742,906 8,284,500 49.5
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

7 事務什器購入

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

平成22年2月1日
株式会社コイヌマ
東京都立川市高松町1-17-26

一般競争入札 4,760,805 4,523,400 95.0

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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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
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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
（％）
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（一括調達実施庁等）

8 電波信号変換装置整備

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

平成22年2月1日
日立コンシューマ・マーケティン
グ株式会社
東京都港区西新橋2-15-12

一般競争入札 2,341,500 1,974,000 84.3

9 Ａ重油供給

支出負担行為担当官
　甲府刑務所長
　平間　進
(山梨県甲府市堀之内町500)

平成22年2月1日
株式会社山光石油
山梨県甲府市青葉町7-30

一般競争入札 3,645,600 3,438,000 94.3 単価契約

10 全自動洗濯脱水機整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長
　五反田　伸一
(香川県高松市松福町2-16-63)

平成22年2月1日
有限会社三井洗機
香川県高松市木太町七区
2899-20

一般競争入札 4,990,650 4,966,500 99.5

11 ＣＲ読取装置整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長
　五反田　伸一
(香川県高松市松福町2-16-63)

平成22年2月1日
株式会社アスティス高松支店
香川県高松市勅使町761-1

一般競争入札 4,615,800 4,515,000 97.8

12 洗濯脱水機購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月1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 2,208,150 1,879,500 85.1

13 多重放映制御装置一式整備

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月1日
大分音響株式会社
大分県大分市牧1-18-15

一般競争入札 12,202,050 11,497,500 94.2

14
ユニット形空気調和機等オーバーホー
ル作業　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22年2月2日
新東産業株式会社
東京都渋谷区渋谷2-12-19

一般競争入札 24,503,174 22,995,000 93.8

15 訟務事件管理システム改修　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22年2月2日
新日鉄ソリューションズ株式会
社公共ソリューション事業部
東京都中央区新川2-20-15

一般競争入札 10,841,772 10,710,000 98.8
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（一括調達実施庁等）

16
トータルステーション及びＧＰＳ測量機
器賃貸借　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22年2月2日
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 840,332 374,368 44.6

17
ＬＡＮケーブル敷設及び電源増設等請
負作業　一式

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

平成22年2月2日
有限会社東電器
熊本県熊本市上林町3-49

一般競争入札 1,023,342 395,325 38.6

18 事務用椅子購入等

支出負担行為担当官
　 高検察庁検事総長
　樋渡　利秋
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成22年2月2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 3,772,108 3,747,975 99.4

19
大阪地方検察庁通信回線敷設及び情
報コンセント増設作業

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月2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6-
14-1

一般競争入札 3,836,700 2,205,000 57.5

20 シュレッダー

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

平成22年2月2日
株式会社日興商会神戸西支店
兵庫県神戸市兵庫区中道通8-
2-1

一般競争入札 14,931,126 8,379,000 56.1

21 空気清浄機購入
支出負担行為担当官
　長野刑務所長　荒島　喜宣
(長野県須坂市大字須坂1200)

平成22年2月2日
株式会社星医療酸器長野営業
所
長野県松本市村井町北2-1-55

一般競争入札 5,395,320 3,848,040 71.3

22 複写機一式購入

支出負担行為担当官
　東京拘置所長
　松村　明
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月2日

京セラミタジャパン株式会社東
京ＧＡブランチ
東京都中央区日本橋本町1-9-
15

一般競争入札 86,377,794 37,574,214 43.5
5か年分の保守料を含
む。
単価契約

23 全自動洗濯脱水機等購入

支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長
　岡西　正克
(兵庫県姫路市岩端町438)

平成22年2月2日
有限会社モリイ
兵庫県加古川市加古川町中津
845-11

一般競争入札 5,633,113 4,042,500 71.8
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No. 物品役務等の名称及び数量
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24 工事警備業務請負

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長
　松田　淳
(岡山県岡山市北区牟佐765)

平成22年2月2日

東京セフティ株式会社岡山支
社
岡山県岡山市中区浜483リズミ
ラルＵ１Ｆ

一般競争入札 4,104,525 4,095,000 99.8

25 保管庫購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月2日
大和リース株式会社
大阪府大阪市中央区農人橋2-
1-36

一般競争入札 7,540,000 5,667,850 75.2

26 除湿機購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月2日
株式会社柴田産業
大分県大分市大字荏隈754-54

一般競争入札 2,115,750 2,047,500 96.8

27 い草加湿機及び畳表乾燥機購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月2日
八代地域農業協同組合
熊本県八代市古城町2690

一般競争入札 3,647,700 2,446,500 67.1

28
訴訟関係文書等チェックソフト購入
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22年2月3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 3,320,100 3,302,250 99.5

29 犯罪白書ＤＶＤ化業務委託　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22年2月3日
株式会社クリーク・アンド・リ
バー社
東京都千代田区麹町2-10-9

一般競争入札 3,248,597 2,940,000 90.5

30
法務総合研究所研修用ほか図書購入
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22年2月3日
株式会社ドリーム・ブレイン
東京都港区虎ノ門2-8-1

一般競争入札 1,979,359 1,974,905 99.8

31 自動車購入　一式

支出負担行為担当官
　東北公安調査局長
　岩井　克己
（宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20）

平成22年2月3日

日産プリンス宮城販売株式会
社
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-
2-1

一般競争入札
（総合評価実施）

1,673,507 1,337,700 79.9
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32
新登記情報システム切替に伴う光回
線導入用配管設置作業　一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　小野　勝成
（京都府京都市上京区荒神口通河原町
東入上生洲町197)

平成22年2月3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 1,842,750 871,500 47.3

33 ハンドル式移動書架　一式

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

平成22年2月3日
株式会社レイメイ藤井
熊本県熊本市上熊本1-2-6

一般競争入札 15,361,794 15,225,000 99.1

34
静岡地方検察庁ほか3庁におけるブラ
インド整備　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方検察庁検事正
　北村　道夫
（静岡県静岡市葵区追手町9-45）

平成22年2月3日
株式会社サン
静岡県静岡市駿河区森下町1-
35

一般競争入札 2,598,713 1,659,000 63.8

35
広島高等検察庁・広島地方検察庁ＯＡ
フィルター等供給

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22年2月3日
株式会社日興商会広島支店
広島県広島市西区庚午中4-
14-19

一般競争入札 2,609,775 2,220,918 85.1
一括調達(広島地方検察
庁)

36 ３連背付ベンチ等物品91点供給

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

平成22年2月3日
有限会社ホリジム
熊本県熊本市大江6-30-11

一般競争入札 3,941,201 3,664,500 93.0

37 電気冷蔵庫の物品購入等

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正
　高井　新二
（宮城県仙台市青葉区片平1-3-1）

平成22年2月3日
株式会社ミヤックス
宮城県仙台市泉区寺岡1-1-3

一般競争入札 2,960,055 2,394,000 80.9

38 更衣ロッカーの物品購入

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正
　高井　新二
（宮城県仙台市青葉区片平1-3-1）

平成22年2月3日
仙台トーホー事務機株式会社
宮城県仙台市泉区南光台2-
15-32

一般競争入札 2,222,271 1,900,080 85.5

39
ＣＲ読取装置･画像診断ワークステー
ション購入

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

平成22年2月3日
株式会社ムトウ
北海道札幌市北区北11西4-1

一般競争入札 7,454,020 5,139,750 69.0
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40 構内多機能無線システム一式整備

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

平成22年2月3日
田中電気株式会社
東京都千代田区外神田1-15-
13

一般競争入札 11,344,725 11,287,500 99.5

41 柔道用畳購入

支出負担行為担当官
　立川拘置所長
　佐藤　洋
(東京都立川市泉町1156-11)

平成22年2月3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 4,129,335 3,832,500 92.8

42 空調機器整備

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　彰
(大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5)

平成22年2月3日
大阪電気機工株式会社
大阪府大阪市生野区桃谷5-2-
3

一般競争入札 13,440,000 13,020,000 96.9

43 体表温検査システム整備

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長
　佐藤　誠
(福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1)

平成22年2月3日
株式会社廣瀬商会福岡営業所
福岡県福岡市博多区下呉服町
5-11

一般競争入札 3,212,050 3,118,080 97.1

44

広報用パンフレット平成２２年版（日本
語版）
広報用パンフレット平成２２年版（英語
版）印刷製本請負業務

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22年2月4日
株式会社廣済堂
東京都港区芝4-6-12

一般競争入札
（総合評価実施）

4,388,685 2,384,623 54.3

45 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
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月4日
株式会社東洋ノーリツ
東京都神田淡路町2-21-15

一般競争入札 6,776,133 6,720,000 99.2

46 複写機交換

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成22年2月4日
中部事務機株式会社
岐阜県岐阜市都通1-15

一般競争入札 2,826,045 2,556,225 90.5
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

47
熊本地方法務局分室非常用電源（蓄
電池設備）及び自家発電設備におけ
る蓄電池交換作業　一式

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

平成22年2月4日
能美防災株式会社
東京都千代田区九段南4-7-3

一般競争入札 2,525,962 2,299,500 91.0
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48
新登記情報システム導入に係る配線
収納器具等設置作業

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22年2月4日
株式会社メコム
山形県山形市香澄町2-9-21

一般競争入札 3,701,576 3,360,000 90.8

49 ファクシミリ

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1-1-1）

平成22年2月4日
キャノンマーケティングジャパン
株式会社
東京都港区港南2-16-6

一般競争入札 5,322,576 2,598,750 48.8

50 執務机等一式

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月4日
株式会社メーベル
大阪府大阪市旭区中宮1-1-2

一般競争入札 14,560,665 13,566,000 93.2

51
大分地方検察庁仮庁舎で使用する電
気の供給　一式

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

平成22年2月4日
イーレックス株式会社
東京都中央区日本橋本石町3-
3-14

一般競争入札 2,471,876 2,303,482 93.2 単価契約

52
矯正研修所大阪支所電話交換設備更
新整備

支出負担行為担当官
　大阪矯正管区長
　中山　厚
（大阪府大阪市中央区大手前4-1-67）

平成22年2月4日
都築電気株式会社
大阪府大阪市北区中之島2-2-
2

一般競争入札 1,960,231 1,522,500 77.7

53 超音波診断装置一式購入

支出負担行為担当官
　水戸刑務所長
　伊藤　譲二
(茨城県ひたちなか市市毛847)

平成22年2月4日
東芝メディカルシステムズ株式
会社茨城支店
茨城県つくば市梅園2-2-2

一般競争入札 2,520,000 1,533,000 60.8 　

54
矯正情報ネットワークシステム機器整
備

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

平成22年2月4日
リコー販売株式会社長野支社
エリア事業部長野営業部
長野県長野市風間2034-5

一般競争入札 1,694,700 1,220,100 72.0

55 多元放映システム基盤改修整備

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

平成22年2月4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
愛知県名古屋市中区橘2-3-33

一般競争入札 12,993,979 11,550,000 88.9
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56 手術台一式購入

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22年2月4日
株式会社アダチ
大阪府大阪市中央区内平野町
3-2-10

一般競争入札 6,946,227 5,817,000 83.7

57 エアコン購入

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22年2月4日
エレクト商事株式会社
大阪府大阪市北区紅梅町1-7

一般競争入札 7,309,092 4,914,000 67.2

58 電解水生成装置購入

支出負担行為担当官
　京都拘置所長
　松本　治
(京都府京都市伏見区竹田向代町138)

平成22年2月4日
ホシザキ京阪株式会社
大阪府大阪市中央区本町2-2-
12

一般競争入札 3,912,300 3,675,000 93.9

59 エアコン購入

支出負担行為担当官
　京都拘置所長
　松本　治
(京都府京都市伏見区竹田向代町138)

平成22年2月4日
奥谷電機株式会社
京都府京都市中京区富小路通
錦小路上る高宮町595

一般競争入札 4,100,250 2,436,000 59.4

60 焼却炉解体業務

支出負担行為担当官
　高知刑務所長
　田上　孝忍
 (高知県高知市布師田3604-1)

平成22年2月4日
田中石灰工業株式会社
高知県高知市稲生3185

一般競争入札 5,364,450 4,725,000 88.1

61 電話設備一式整備

支出負担行為担当官
　さいたま少年鑑別所長
　木村　恵子
(埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-36)

平成22年2月4日
東陽工業株式会社北関東支店
埼玉県さいたま市大宮区浅間
町1-4-4

一般競争入札 4,294,500 3,738,000 87.0

62 電話設備一式整備

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

平成22年2月4日
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-3-5

一般競争入札 6,574,050 2,940,000 44.7

63
電子認証システムに係る運用・保守業
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22年2月5日
株式会社日立製作所公共シス
テム営業統括本部
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札
（総合評価実施）

593,641,843 593,250,000 99.9
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64
供託事務処理システムの機能改修業
務委託　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22年2月5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 33,685,081 28,837,200 85.6

65
法務図書館ハンドル式移動書架購入
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22年2月5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 6,717,711 6,696,900 99.7

66 ＩＣレコーダーの物品供給

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長
　小林　英樹
（東京都千代田区九段南１-1-10）

平成22年2月5日
広友サービス株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 4,279,275 3,664,376 85.6

67 壁面収納庫等　一式

支出負担行為担当官
　四国公安調査局長
　川上　露秋
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月5日
株式会社多田文房堂
香川県高松市広末町7-16

一般競争入札 3,200,224 1,540,000 48.1

68 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
（岡山県岡山市北区南方1-3-58）

平成22年2月5日
ピツニーボウズジャパン株式会
社
東京都品川区戸越1-7-1

一般競争入札 1,945,125 1,155,000 59.4

69
岡山地方法務局バックアップセンター
電算室用空調機撤去・廃棄作業

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山県岡山市北区南方1-3-58）

平成22年2月5日
株式会社Ａｓｓｉｓｔ
岡山県岡山市中区神下524

一般競争入札 1,217,280 892,500 73.3

70 小型乗用自動車賃貸借

支出負担行為担当官
　仙台法務局長
　太田　健治
（宮城県仙台市宮城野区名掛丁128 広
瀬通ＳＥビル）

平成22年2月5日

株式会社トヨタレンタリース宮
城
宮城県仙台市青葉区本町2-
11-33

一般競争入札
（総合評価実施）

1,793,958 1,594,950 88.9

71
札幌法務局電算用空調機等撤去・廃
棄等の委託

支出負担行為担当官
　札幌法務局長
　寺島　健
（北海道札幌市北区北8条西2-1-1）

平成22年2月5日
リースキン札樽株式会社
北海道札幌市手稲区稲穂二条
2-3-15

一般競争入札 9,975,000 4,410,000 44.2
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72
大阪中之島合同庁舎の電話交換設備
に係る直流電源装置の蓄電池等取替
業務　一式

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
　中尾　巧
支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1 1 60）

平成22年2月5日
都築電気株式会社
東京都港区新橋6-19-15

一般競争入札 4,308,935 3,937,500 91.4
一括調達(大阪高等検察
庁，大阪地方検察庁）

73 レイヤ３スイッチ購入

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月5日
住友電設株式会社
大阪府大阪市西区阿波座2-1-
4

一般競争入札 6,620,208 5,775,000 87.2

74
神戸地方検察庁尼崎支部外2か所電
話交換設備更新

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

平成22年2月5日
都築電気株式会社神戸支店
兵庫県神戸市中央区海岸通4

一般競争入札 7,854,000 1,890,000 24.1

75 保管庫購入

支出負担行為担当官
　福島刑務所長
　武田　豊
(福島県福島市南沢又字上原1)

平成22年2月5日
株式会社クマヒラ福島営業所
福島県福島市野田町2-7-8
コーポオータ201

一般競争入札 3,189,463 2,677,500 83.9

76 視聴覚機器購入

支出負担行為担当官代理
　東京拘置所総務部長
　伊藤　久
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月5日
弘津電業株式会社
東京都世田谷区北烏山3-6-11

一般競争入札 11,567,023 9,298,800 80.4

77 面会状況録画装置一式購入

支出負担行為担当官代理
　東京拘置所総務部長
　伊藤　久
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月5日
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田
中4-4-1

一般競争入札 2,945,712 2,835,000 96.2

78 官用車交換購入

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1-34-1)

平成22年2月5日
岐阜日産自動車株式会社
岐阜県岐阜市金園町10-16

一般競争入札
（総合評価実施）

4,161,000 3,144,970 75.6 　

79
電子内視鏡システム・内視鏡洗浄装
置及び全自動血球計数装置一式購入

支出負担行為担当官
　滋賀刑務所長
　山本　清貴
(滋賀県大津市大平1-1-1)

平成22年2月5日
株式会社中山医療器械店
滋賀県大津市大江7-9-62

一般競争入札 6,720,000 6,615,000 98.4  
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80 食器洗浄機購入

支出負担行為担当官
　大阪刑務所長
　海江田　司
(大阪府堺市堺区田出井町6-1)

平成22年2月5日
北沢産業株式会社大阪支店
大阪府大阪市淀川区宮原1-
17-33

一般競争入札 4,116,000 3,126,900 76.0

81 炊場用備品購入

支出負担行為担当官
　神戸拘置所長
　谷  広次
(兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1)

平成22年2月5日
大一産業株式会社
兵庫県神戸市中央区元町通5-
1-20

一般競争入札 6,898,500 5,775,000 83.7

82 全自動洗濯脱水機等購入

支出負担行為担当官
　神戸拘置所長
　谷  広次
(兵庫県神戸市北区ひよどり北町2-1)

平成22年2月5日
株式会社山本製作所
広島県尾道市長者原1-220-19

一般競争入札 2,698,950 2,325,750 86.2

83 アプリケーションソフトウェア購入

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長
　髙宅　茂
(東京都港区港南5-5-30）

平成22年2月5日
富士ソフト株式会社システム開
発事業グループ営業ユニット
東京都千代田区神田連塀町3

一般競争入札 3,988,950 3,066,661 76.9

84
法務省浦安総合センターみずき寮室
ベッド購入　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22年2月8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 14,969,165 12,568,500 84.0

85
旧バックアップセンター室空気調和設
備機器撤去等　一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

平成22年2月8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 5,561,661 4,620,000 83.1

86
新潟地方法務局自動認証契印綴じ機
物品供給

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月8日
株式会社日青堂
新潟県新潟市東区卸新町2-
848-11

一般競争入札 6,098,242 5,869,500 96.2

87 移動式書架移設作業　一式

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長
　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成22年2月8日
株式会社エスラインミノ
岐阜県羽島郡岐南町平成1-
104

一般競争入札 1,740,197 906,150 52.1
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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
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（一括調達実施庁等）

88 デスクマットの納入

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

平成22年2月8日
有限会社フォーピース
福島県福島市笹谷字谷地南
15-1

一般競争入札 2,244,270 2,194,500 97.8

89 全自動低湿庫購入

支出負担行為担当官
　高知地方検察庁検事正
　加藤　敏員
（高知県高知市丸ノ内1-3-20）

平成22年2月8日
株式会社岡村文具
高知県高知市帯屋町2-2-22

一般競争入札 2,402,267 2,250,150 93.7

90 縫製機器一式購入

支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長
　谷内　眞一
（北海道函館市金堀町6-11）

平成22年2月8日
株式会社大三商会
大阪府吹田市垂水町3-6-17

一般競争入札 3,350,693 3,076,500 91.8

91 エッジバンディングマシン外購入

支出負担行為担当官
　山形刑務所長
　大森　正
（山形県山形市あけぼの2-1-1）

平成22年2月8日
巴産業株式会社山形支店
山形県山形市流通センター3-
10-1

一般競争入札 10,479,000 9,765,000 93.2

92 保管庫購入

支出負担行為担当官
　名古屋刑務所長
　北嶋　淸和
(愛知県みよし市ひばりヶ丘1-1)

平成22年2月8日
株式会社レンタルのニッケン
東京都千代田区永田町2-14-2

一般競争入札 7,366,800 6,982,500 94.8

93 蒸気給湯器購入

支出負担行為担当官
　三重刑務所長
　唐桶　昇
(三重県津市修成町16-1)

平成22年2月8日
株式会社マルゼン
三重県津市羽所町320

一般競争入札 3,571,050 3,150,000 88.2

94 ガス式フライヤー整備

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長
　杉原　博文
(和歌山県和歌山市加納383)

平成22年2月8日
大和綜業株式会社
和歌山県和歌山市島崎町6-30

一般競争入札 4,221,000 4,179,000 99.0 　

95 多元放映システム改修等整備

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　彰
(大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5)

平成22年2月8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関西
社
大阪府大阪市淀川区宮原1-2-
33

一般競争入札 8,043,000 5,743,500 71.4
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96 電子内視鏡システム購入

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　彰
(大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5)

平成22年2月8日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

一般競争入札 5,044,559 4,914,000 97.4

97 配食用台車購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月8日
株式会社オックス
広島県広島市中区光南3-9-6

一般競争入札 7,913,850 3,559,500 45.0

98 パソコン等購入

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
(愛媛県東温市見奈良1243-2)

平成22年2月8日
アカマツ株式会社
愛媛県松山市福音寺町235-1

一般競争入札 6,405,000 5,397,000 84.3

99 多元放映システム一式整備

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
(愛媛県東温市見奈良1243-2)

平成22年2月8日
南海放送音響照明株式会社
愛媛県松山市束本1-5-4

一般競争入札 12,274,500 10,710,000 87.3

100 事務用備品購入

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

平成22年2月8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 3,437,700 2,991,030 87.0

101 歯科用Ｘ線撮影装置購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月8日
フォルディ株式会社
大分県大分市賀来北1-17-7

一般競争入札 2,279,970 2,079,000 91.2

102 体表温サーモグラフィ購入

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

平成22年2月8日

キングテック株式会社福岡支
店
福岡県福岡市東区松島1-34-
17

一般競争入札 4,981,200 4,872,000 97.8

103 多重放映制御装置一式整備

支出負担行為担当官
　松山学園長
　渡邉　真也
(愛媛県松山市吉野町3803)

平成22年2月8日
南海放送音響照明株式会社
愛媛県松山市束本1-5-4

一般競争入札 8,746,500 6,247,500 71.4
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104
出入国審査業務の強化に伴う出入国
管理業務個人識別情報システム等用
審査端末機器等賃貸借　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22年2月9日

日本電気株式会社
東京都港区芝5-7-1
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社
東京都港区芝5-29-11

一般競争入札 6,771,676 6,736,464 99.5

105
ＩＣ旅券対応・出入国審査等旅券自動
読取装置等賃貸借・物品供給及び保
守業務請負　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22年2月9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
神奈川県横浜市綱島2-6-54
住信・松下フィナンシャルサー
ビス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-1

一般競争入札 3,590,670 3,589,234 99.9

106
出入国審査業務の強化に伴う日本人
審査システムに係る導入・展開作業
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22年2月9日
株式会社日立製作所公共シス
テム営業統括本部
東京都江東区新砂1-6-27

一般競争入札 2,686,122 2,677,500 99.7

107
事件管理システムにおける端末機器
賃貸借　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22年2月9日
東京センチュリーリース株式会
社
東京都港区浜松町2-4-1

一般競争入札 2,650,662 2,313,504 87.3

108
法務局通信ネットワークシステムへの
メールアカウント追加及び意見要望
メール機能追加等業務　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22年2月9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 1,594,687 1,522,500 95.5

109 和紙公図補修作業

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成22年2月9日
株式会社中央ジオマチックス
東京都板橋区舟渡3-15-22

一般競争入札 3,706,608 1,743,000 47.0

110
新登記情報システム用端末等移設作
業及び新登記情報システム導入に伴
う付帯作業

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

平成22年2月9日
東芝ソリューション株式会社
東京都港区芝浦1-1-1

一般競争入札 15,056,363 13,650,000 90.7

111 広島高等検察庁片袖机等購入

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22年2月9日
株式会社五興
広島県広島市安佐南区伴南1-
3-16

一般競争入札 1,702,050 1,557,360 91.5
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112 会議用テーブル等職場環境備品購入

支出負担行為担当官
　松江地方検察庁検事正
　井越　登茂子
（島根県松江市母衣町50）

平成22年2月9日
株式会社太閤堂
島根県松江市東津田町398-1

一般競争入札 5,077,732 4,998,000 98.4

113 電子記録媒体等保管庫の購入

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4-4-1）

平成22年2月9日
株式会社日進機械松山支店
愛媛県松山市山越4-5-35

一般競争入札 2,968,665 2,076,900 70.0

114 多重放映制御装置整備

支出負担行為担当官
　山形刑務所長
　大森　正
（山形県山形市あけぼの2-1-1）

平成22年2月9日
山形パナソニック株式会社
山形県山形市平清水1-1-75

一般競争入札 11,144,700 11,000,000 98.7

115 所内PHS電話機一式購入

支出負担行為担当官
　東京拘置所長
　松村　明
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月9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 7,452,900 6,300,000 84.5

116 空調用フィルター一式購入

支出負担行為担当官
　立川拘置所長
　佐藤　洋
(東京都立川市泉町1156-11)

平成22年2月9日
日本空調サービス株式会社
東京都八王子市新町5-12

一般競争入札 14,840,784 11,865,000 79.9

117 定盤購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月9日
株式会社山口製作所
広島県安芸高田市向原町戸島
2489

一般競争入札 21,010,000 18,000,000 85.7

118 全自動薬分包機等購入

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長
　佐藤　誠
(福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1)

平成22年2月9日
株式会社ムトウ小倉支店
福岡県北九州市小倉北区篠崎
1-1-6

一般競争入札 7,188,300 5,460,000 76.0

119 書架購入

支出負担行為担当官
　北海少年院長
　坂田　裕志
(北海道千歳市大和4-746-10)

平成22年2月9日
株式会社カミノ
北海道千歳市新富3-3-24

一般競争入札 2,408,700 2,326,800 96.6
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120
準備書面作成支援システム用クライア
ントパソコン等賃貸借　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22年2月10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
昭和リース株式会社
東京都江東区東雲1-7-12

一般競争入札 20,020,181 19,537,695 97.6

121
冷凍冷蔵庫及び電気ケトル購入　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22年2月10日
安達電気株式会社
東京都千代田区外神田6-10-8

一般競争入札 7,043,318 6,222,300 88.3

122
平成22年版財政会計六法 439部　ほ
か購入

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22年2月10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 3,860,119 3,783,591 98.0

123
国連アジア極東犯罪防止研修所第６
回中央アジア刑事司法制度研修通訳
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22年2月10日
ヒューマンコム株式会社
東京都新宿区新宿1-15-14

一般競争入札 2,193,699 1,868,737 85.2 単価契約

124
カーペット及び壁紙の納入・施工等
一式

支出負担行為担当官代理
　公安調査庁総務課長
　野本　昌城
（東京都千代田区霞が関1-1-1）

平成22年2月10日
株式会社アッズーリ
東京都文京区小日向4-2-9

一般競争入札 8,957,869 5,999,794 67.0

125
デジタルカラー複合機の交換及び保
守

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長
　牧野　直明
（大阪府大阪市中央区2-1-17）

平成22年2月10日

富士ゼロックス株式会社大阪
営業所
大阪府大阪市中央区瓦町3-6-
5

一般競争入札 13,392,112 5,921,040 44.2
5か年分の保守料含む。
単価契約

126 事務机等購入　一式

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22年2月10日
株式会社五興
広島県広島市安佐南区伴南1-
3-16

一般競争入札 7,509,344 7,350,000 97.9

127 事務用机等　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月10日
株式会社東洋ノーリツ
東京都神田淡路町2-21-15

一般競争入札 11,549,979 10,657,500 92.3
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128 事務室家具等物品の調達等

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

平成22年2月10日
株式会社那波伊四郎商店
秋田県秋田市大町4-3-35

一般競争入札 7,018,431 6,549,900 93.3

129 和紙公図の補修作業

支出負担行為担当官
　青森地方法務局長
　高橋　洋
（青森県青森市長島1-3-5）

平成22年2月10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 2,607,066 2,205,000 84.6

130
電子記録媒体等用保管庫の購入　一
式

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正
　中屋　利洋
（群馬県前橋市大手町3-2-1）

平成22年2月10日
株式会社新井商会
群馬県高崎市貝沢町622

一般競争入札 2,051,280 2,026,500 98.8

131 フロア型シュレッダー供給

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

平成22年2月10日
株式会社ダイエー総業
熊本県熊本市日吉2-3-69

一般競争入札 2,528,400 2,467,500 97.6

132 低湿保管庫納入

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁検事正
　中井　国緒
（北海道旭川市花咲町4）

平成22年2月10日
株式会社サイトー
北海道旭川市神楽岡14-7-1-
22

一般競争入札 2,370,060 2,011,800 84.9

133
壁面収納庫一式，耐火キャビネット，
事務椅子購入

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22年2月10日
株式会社青柳
香川県高松市福岡町2-5-7

一般競争入札 2,766,426 1,890,000 68.3

134 什器等購入

支出負担行為担当官
　旭川刑務所長
　島　孝一
（北海道旭川市東鷹栖3-20-620)

平成22年2月10日
株式会社大江商店
北海道旭川市7条通15-左1

一般競争入札 5,555,716 4,459,350 80.3

135 馬鈴薯用肥料購入

支出負担行為担当官
　網走刑務所長
　嶺岸　憲夫
（北海道網走市字三眺）

平成22年2月10日
株式会社ササキ種苗
北海道北見市大通西5-8

一般競争入札 6,162,450 6,011,125 97.5
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136 視聴覚機器購入

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長
　児玉　忠雄
（秋田県秋田市川尻新川町1-1）

平成22年2月10日
株式会社コジマＮＥＷ卸団地店
秋田県秋田市卸町2-3-12

一般競争入札 7,626,000 6,720,000 88.1

137 空気清浄機購入

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

平成22年2月10日
株式会社星医療酸器
東京都足立区入谷7-11-18

一般競争入札 12,003,915 7,142,625 59.5

138
八日市場拘置支所事務機什器一式購
入

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)

平成22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 7,557,929 5,638,500 74.6

139 洗濯脱水機等整備

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

平成22年2月10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 6,586,650 4,567,500 69.3

140 節水器具購入

支出負担行為担当官
　大阪刑務所長
　海江田　司
(大阪府堺市堺区田出井町6-1)

平成22年2月10日
イーシーテクノ株式会社
大阪府東大阪市荒本北1-4-17

一般競争入札 16,296,000 14,884,800 91.3

141 視聴覚機器購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月10日
株式会社ファースト
広島県広島市中区羽衣町14-2

一般競争入札 12,342,000 8,880,900 72.0

142 デジタル画像診断システム整備

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月10日
中外テクノ株式会社
広島県広島市西区横川新町9-
12

一般競争入札 8,883,000 5,302,500 59.7

143 歯科用Ｘ線撮影装置購入

支出負担行為担当官
　高知刑務所長
　田上　孝忍
 (高知県高知市布師田3604-1)

平成22年2月10日
株式会社ヨシダ広島営業所
広島県広島市中区鶴見町8-1

一般競争入札 2,487,450 2,133,253 85.8
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144 職員制服副部材購入

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

平成22年2月10日
株式会社廣瀬商会福岡営業所
福岡県福岡市博多区下呉服町
5-11

一般競争入札 2,725,800 2,529,544 92.8

145 自動車整備科機械等更新整備

支出負担行為担当官
　福岡少年院長
　福元　俊一
(福岡県福岡市南区老司4-20-1)

平成22年2月10日
株式会社東亜商会
福岡県福岡市中央区警固1-8-
7

一般競争入札 6,184,500 5,722,500 92.5

146
外国人出入国情報システム（出入国
系）用審査端末機器等賃貸借　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22年2月12日

株式会社日立製作所
東京都江東区新砂1-6-27
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 3,033,216 3,014,107 99.4

147 シュレッダーの購入　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22年2月12日
有限会社三章堂
東京都千代田区神田神保町1-
103

一般競争入札 2,025,660 2,001,090 98.8

148
産業廃棄物（使用済バインダー）収集
運搬及び処分業務　一式

支出負担行為担当官代理
　前橋地方法務局次長
　井原　弘之
（群馬県前橋市大手町2-10-5）

平成22年2月12日
都築鋼産株式会社
東京都足立区新田1-10-19

一般競争入札 979,903 826,245 84.3 単価契約

149
新潟地方法務局登記部門別館ハンド
ル式移動棚物品供給ほか作業一式

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月12日
株式会社文武堂
新潟県新潟市中央区古町通5-
609

一般競争入札 12,285,000 12,075,000 98.3

150
新潟地方法務局事務用シュレッダー
供給

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月12日
株式会社高幸
新潟県新潟市西区流通セン
ター4-2-3

一般競争入札 2,365,230 1,373,400 58.1

151
パーテーション等物品供給及び据付
作業等　一式

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22年2月12日
株式会社三益堂
山形県山形市十日町1-3-22

一般競争入札 2,785,828 2,509,500 90.1
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152 本局インバータ照明器具　一式

支出負担行為担当官
　高松法務局長
　古畑　泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月12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 2,308,427 1,995,000 86.4

153
観音寺支局インバータ照明器具　一
式

支出負担行為担当官
　高松法務局長
　古畑　泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月12日
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社
香川県高松市松島町3-22-9

一般競争入札 4,407,904 3,255,000 73.8

154 ノートパソコン購入

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月12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6-
14-1

一般競争入札 16,221,649 12,678,855 78.2

155 パソコン更新整備

支出負担行為担当官
　網走刑務所長
　嶺岸　憲夫
（北海道網走市字三眺）

平成22年2月12日
株式会社網走岩崎
北海道網走市新町3-3-11

一般競争入札 2,760,607 2,310,000 83.7

156 ＭＲＩホストコンピューター交換

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

平成22年2月12日
株式会社フィリップスエレクトロ
ニクスジャパン
東京都港区港南2-13-37

一般競争入札 5,548,095 4,672,080 84.2

157 食器消毒保管庫購入

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

平成22年2月12日
東邦酸素工業株式会社
神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎
11-34

一般競争入札 3,027,150 2,037,000 67.3

158 体表温検査システム整備

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長
　倉本　修一
(新潟県新潟市江南区山二ツ381-4)

平成22年2月12日
昭栄産業株式会社
新潟県新潟市中央区鐙西2-
29-12

一般競争入札 7,581,000 7,182,000 94.7

159 空気清浄機購入

支出負担行為担当官
　新潟刑務所長
　倉本　修一
(新潟県新潟市江南区山二ツ381-4)

平成22年2月12日
船山株式会社
新潟県長岡市4-713-2

一般競争入札 6,791,400 6,449,730 95.0
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160 構内多機能無線機システム整備

支出負担行為担当官
　名古屋拘置所長
　佐藤　正人
(愛知県名古屋市東区白壁1-1)

平成22年2月12日
三菱電機システムサービス株
式会社
東京都世田谷区太子堂4-1-1

一般競争入札 15,362,665 8,137,500 53.0

161 電力供給

支出負担行為担当官
　京都拘置所長
　松本　治
(京都府京都市伏見区竹田向代町138)

平成22年2月12日
関西電力株式会社京都営業所
京都府京都市北区小山北上総
町50-1

一般競争入札 7,566,976 7,566,976 100.0 単価契約

162 炊事用備品購入

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22年2月12日
フジマック株式会社松江営業
所
島根県松江市学園1-9-3

一般競争入札 2,390,850 1,806,000 75.5

163 空気清浄機及び加湿器購入

支出負担行為担当官
　広島拘置所長
　東小薗　誠
(広島県広島市中区上八丁堀2-6)

平成22年2月12日
株式会社近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野
筋1-1-43

一般競争入札 4,005,750 3,832,500 95.7

164 精米機購入

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長
　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成22年2月12日

株式会社ヰセキ九州栗野営業
所
鹿児島県姶良郡湧水町米永
1908-4

一般競争入札 1,725,675 1,522,500 88.2

165 洗濯脱水機交換購入

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長
　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成22年2月12日
有限会社上山洗機
鹿児島県鹿児島市坂之上2-
11-16

一般競争入札 2,709,485 2,572,500 94.9

166 焼却炉解体業務

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

平成22年2月12日
岩本工業株式会社
福岡県北九州市門司区長谷2-
3-14

一般競争入札 2,234,400 1,942,500 86.9
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167 エアコン購入

支出負担行為担当官
　小田原少年院長
　田上　俊
(神奈川県小田原市扇町1-4-6)

平成22年2月12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 1,922,214 1,302,000 67.7

168 事務室ＯＡフロア設置

支出負担行為担当官
　福島少年鑑別所長
　佐々木　初夫
(福島県福島市南沢又字原町越4-14)

平成22年2月12日
株式会社ぱるる
福島県郡山市柏山町87

一般競争入札 1,300,160 1,288,500 94.4

169 文書裁断機（シュレッダー）購入　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22年2月15日
株式会社文祥堂
東京都中央区銀座3-4-12

一般競争入札 13,902,336 13,900,614 99.9

170 横須賀支局庁用車賃貸借

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

平成22年2月15日
ニッポンレンタカーサービス株
式会社
東京都渋谷区神山町5－5

一般競争入札
（総合評価実施）

1,686,393 1,131,900 67.1

171
登記情報システム関連機器に係るＬＡ
Ｎ配線及び電源設置作業

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22年2月15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 1,811,266 808,500 44.6

172 会議用卓子等の購入

支出負担行為担当官
　高松法務局長
　古畑　泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月15日
株式会社成豊堂
香川県高松市番町1-9-12

一般競争入札 1,172,984 1,155,000 98.5

173
静岡地方検察庁沼津支部ほか2庁に
おける電話交換設備等整備　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方検察庁検事正
　北村　道夫
（静岡県静岡市葵区追手町9-45）

平成22年2月15日
都築電気株式会社
静岡県静岡市葵区御幸町11-
10

一般競争入札 2,566,617 1,984,500 77.3
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174 事務監査用等パソコン等供給　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方検察庁検事正
　大島　忠郁
（石川県金沢市大手町6-15）

平成22年2月15日
株式会社富士通エフサス金沢
支店
石川県金沢市本町1-5-2

一般競争入札 5,007,466 3,549,000 70.9

175 両袖机等供給等

支出負担行為担当官
　広島地方検察庁検事正
　五十嵐　義治
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成22年2月15日
株式会社五興
広島県広島市安佐南区伴南1-
3-16

一般競争入札 7,590,765 6,090,000 80.2

176 カラー複写機の納入及び保守

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

平成22年2月15日
有限会社あんざい
福島県福島市野田町6-2-12

一般競争入札 5,428,500 3,381,000 62.3
5年分の保守料を含む。
単価契約

177 事務監査用等パソコンの供給等

支出負担行為担当官
　青森地方検察庁検事正
　吉松　悟
（青森県青森市長島1-3-25）

平成22年2月15日
株式会社富士通エフサス青森
支店
青森県青森市長島2-13-1

一般競争入札 1,967,700 1,764,000 89.6

178 パソコン購入契約

支出負担行為担当官
　釧路地方検察庁検事正
　齊藤　雄彦
（北海道釧路市柏木町5-7）

平成22年2月15日
シー・アイ・アール曽我株式会
社
北海道釧路市白金町7-11

一般競争入札 2,952,127 2,835,000 96.0

179 自動血球数計数装置交換

支出負担行為担当官
　宮城刑務所長
　茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成22年2月15日
丸木医科器械株式会社
宮城県仙台市太白区中田3-
20-7

一般競争入札 2,758,350 2,415,000 87.6

180 洗濯脱水機購入

支出負担行為担当官
　水戸刑務所長
　伊藤　譲二
(茨城県ひたちなか市市毛847)

平成22年2月15日
ストウ工業株式会社
茨城県ひたちなか市田彦
1020-28

一般競争入札 3,647,700 3,360,000 92.1

181 空気清浄機購入

支出負担行為担当官
　東京拘置所長
　松村　明
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月15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 12,189,702 11,676,000 95.8
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182 空気清浄機等購入

支出負担行為担当官
　三重刑務所長
　唐桶　昇
(三重県津市修成町16-1)

平成22年2月15日
株式会社ヤマダ電機津店法人
事業部
三重県津市藤方1057-1

一般競争入札 3,638,124 3,221,001 88.5

183 臨床化学分析装置一式購入

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長
　杉原　博文
(和歌山県和歌山市加納383)

平成22年2月15日
泉州医療器株式会社
大阪府岸和田市極楽寺2-3-16

一般競争入札 2,547,720 2,257,500 88.6

184 パソコン等購入

支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長
　岡西　正克
(兵庫県姫路市岩端町438)

平成22年2月15日
ＮＥＣフィールディング株式会社
関西第一支社姫路支店
兵庫県姫路市北条宮の町113

一般競争入札 3,433,935 2,729,601 79.5

185 歯科用Ｘ線撮影装置購入

支出負担行為担当官
　松江刑務所長
　松村　亨
(島根県松江市西川津町67)

平成22年2月15日
株式会社玉井歯科商店松江店
島根県松江市浜乃木2-4-27

一般競争入札 2,220,960 1,874,250 84.4

186 クリーンロッカー購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月15日
有限会社ぺんてる堂
広島県広島市中区舟入南1-
12-6

一般競争入札 11,455,500 7,119,000 62.1

187 自動放送システム一式交換

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

平成22年2月15日
株式会社アクセル徳島
徳島県徳島市南前川町5-1-1

一般競争入札 2,872,470 2,730,000 95.0

188 医療用備品購入

支出負担行為担当官
　長崎刑務所長
　開　学
(長崎県諫早市小川町1650)

平成22年2月15日
松尾医療器株式会社
長崎県大村市上諏訪町900-1

一般競争入札 3,431,400 1,827,000 53.2

189 スチームコンベクションオーブン購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月15日
王子テック株式会社
福岡県福岡市早良区次郎丸6-
5-8

一般競争入札 9,239,691 6,930,000 75.0
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190 工場排気装置一式整備

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月15日
IGN九州株式会社
福岡県糟屋郡志免町別府東3-
1-7

一般競争入札 6,585,000 4,725,000 71.8

191 鹿児島拘置支所乾燥機等交換購入

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長
　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成22年2月15日

株式会社アサヒ製作所鹿児島
営業所
鹿児島県鹿児島市上荒田町9-
17

一般競争入札 2,630,108 2,520,000 95.8

192 オフィス家具等購入

支出負担行為担当官
　水府学院長
　鷲野　薫
(茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-1)

平成22年2月15日
有限会社森田商事
茨城県水戸市東原3-3-28

一般競争入札 3,858,750 2,356,095 61.1

193 トラクター下取交換

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

平成22年2月15日
株式会社東海クボタ
三重県四日市市新正2-16-13

一般競争入札 1,692,470 1,302,000 76.9

194 レーザー加工機購入

支出負担行為担当官
　浪速少年院長
　秋田　明生
(大阪府茨木市郡山1-10-17)

平成22年2月15日
株式会社ヨコハマシステムズ
神奈川県横浜市西区北幸2-6-
26

一般競争入札 2,793,000 2,667,000 95.5

195 ゲート型金属探知機購入

支出負担行為担当官
　旭川少年鑑別所長
　後藤　雅彦
(北海道旭川市豊岡1-1-3-24)

平成22年2月15日
大和通信株式会社
大阪府大阪市北区西天満3-
13-18

一般競争入札 1,625,500 1,150,000 70.7

196 事務什器購入

支出負担行為担当官
　旭川少年鑑別所長
　後藤　雅彦
(北海道旭川市豊岡1-1-3-24)

平成22年2月15日
株式会社旭屋
北海道旭川市宮下通11左5

一般競争入札 1,937,171 1,898,800 98.0

197
ＣＡＤＬＡＮ用パーソナルコンピュータ
等購入　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22年2月16日

株式会社富士通エフサス公共
営業統括部第一営業部
東京都中央区銀座7-16-12Ｇ-
7ビルディング

一般競争入札 13,544,528 13,230,000 97.7
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198
壁面収納庫等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22年2月16日
有限会社三章堂
東京都千代田区神田神保町1-
103

一般競争入札 7,219,553 6,940,500 96.1

199 図面作成用ソフトウェア購入　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22年2月16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 4,914,000 4,202,100 85.5

200 両開き書庫等の物品供給等　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22年2月16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 2,431,983 2,310,000 95.0

201 会議室用机及びいす等購入　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長
　石井　末弘
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成22年2月16日
株式会社栗田商会静岡支店
静岡県静岡市葵区駒形通6-7-
1

一般競争入札 3,443,202 3,031,350 88.0

202
旧登記情報システム附帯設備の撤去
作業

支出負担行為担当官
　甲府地方法務局長
　秋山　重紀
（山梨県甲府市北口1-2-19）

平成22年2月16日
甲府ビルサービス株式会社
山梨県甲府市池田1-5-9

一般競争入札 3,766,581 3,675,000 97.6

203 複合認証機　一式

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22年2月16日
株式会社アテナ事務機
宮城県仙台市青葉区中江1-
15-1

一般競争入札 3,686,025 3,528,000 95.7

204 ＯＡフィルター供給

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
　中尾　巧
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月16日
石元商事株式会社
大阪府大阪市都島区中野町1-
7-20

一般競争入札 1,694,432 1,505,070 88.8

205 ゲート型金属探知機供給

支出負担行為担当官
　大阪高等検察庁検事長
　中尾　巧
支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1 1 60）

平成22年2月16日
金剛株式会社大阪支店
大阪府大阪市北区神山町1-3

一般競争入札 1,663,200 1,144,500 68.8
一括調達(大阪高等検察
庁，大阪地方検察庁）
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206 パソコン及び周辺機器

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

平成22年2月16日
株式会社日興商会神戸西支店
兵庫県神戸市兵庫区中道通8-
2-1

一般競争入札 16,035,678 12,915,000 80.5

207 事務監査用等パソコンの調達

支出負担行為担当官
　津地方検察庁検事正
　岩永　建保
（三重県津市中央3-12）

平成22年2月16日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 3,975,111 2,763,106 69.5

208
広島高等検察庁・広島地方検察庁パ
ソコン供給

支出負担行為担当官代理
　広島高等検察庁次席検事
　津熊　寅雄
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成22年2月16日
扶桑電通株式会社中国支店
広島県広島市中区鉄砲町6-9

一般競争入札 3,487,050 3,129,000 89.7
一括調達(広島地方検察
庁)

209
デジタルカラー複写（複合）機購入及
び保守点検業務委託

支出負担行為担当官代理
　山口地方検察庁次席検事
　武田　康孝
（山口県山口市駅通り1-1-2）

平成22年2月16日
株式会社モリイケ
山口県山口市中市町6-17

一般競争入札 13,692,005 11,891,425 86.8
5年分の保守料を含む。
単価契約

210 事務監査用パソコン等納入

支出負担行為担当官代理
　山口地方検察庁次席検事
　武田　康孝
（山口県山口市駅通り1-1-2）

平成22年2月16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 3,542,049 3,127,950 88.3

211 パソコン購入

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

平成22年2月16日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 2,300,329 2,026,500 88.1

212
矯正研修所名古屋支所研修寮空調機
器交換

支出負担行為担当官
　名古屋矯正管区長
　村上　淸正
（愛知県名古屋市東区白壁1-15-1）

平成22年2月16日
有限会社太陽商工
愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町
7-1

一般競争入札 3,023,244 2,285,430 75.6

213 ＣＲ読取装置等一式購入

支出負担行為担当官
　函館少年刑務所長
　谷内　眞一
（北海道函館市金堀町6-11）

平成22年2月16日
株式会社常光函館支店
北海道函館市亀田本町67-8

一般競争入札 4,410,000 2,604,000 59.0
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214 電子内視鏡システム購入

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長
　児玉　忠雄
（秋田県秋田市川尻新川町1-1）

平成22年2月16日
株式会社大塚商店
秋田県秋田市保戸野中町1-17

一般競争入札 3,257,345 3,220,000 98.9

215 食器消毒保管庫購入

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長
　児玉　忠雄
（秋田県秋田市川尻新川町1-1）

平成22年2月16日
株式会社フジマック秋田営業
所
秋田県秋田市川尻大川町2-36

一般競争入札 1,751,000 1,500,000 85.7

216 柔道用畳購入

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長
　児玉　忠雄
（秋田県秋田市川尻新川町1-1）

平成22年2月16日
有限会社木場スポーツ
秋田県秋田市桜三丁目1-41

一般競争入札 2,720,000 2,266,250 83.3

217 蒸気式湯沸器購入

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

平成22年2月16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 2,409,566 2,362,500 98.0

218
松戸拘置支所及び八日市場拘置支所
洗濯機器一式購入

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)

平成22年2月16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 3,719,511 2,572,500 69.2

219 空気清浄機購入

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

平成22年2月16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 2,957,535 2,957,535 100.0

220 食器戸棚購入

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

平成22年2月16日
株式会社アイホー
静岡県静岡市駿河区中島381-
1

一般競争入札 2,243,850 2,079,000 92.7

221 洗濯機器一式購入

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

平成22年2月16日
メンテナンスキバヤシ
静岡県焼津市中新田1215-7

一般競争入札 3,181,500 2,924,250 91.9
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222 視聴覚機器購入

支出負担行為担当官
　姫路少年刑務所長
　岡西　正克
(兵庫県姫路市岩端町438)

平成22年2月16日

株式会社ヤマダ電機姫路営業
所
兵庫県姫路市西延末五反田
123-1

一般競争入札 2,901,224 2,656,500 91.6

223
被収容者給食用食材（牛すじ外52品
目）購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月16日
株式会社山丁
大分県由布市湯布院町川南
1669-1

一般競争入札 3,929,499 3,216,831 81.9 単価契約

224
被収容者給食用食材（かまぼこ短冊
外23品目）購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月16日
株式会社大給
大分県大分市大洲浜1-4-35

一般競争入札 2,713,590 2,229,557 82.2 単価契約

225
被収容者給食用食材（きぬさや外26
品目）購入

支出負担行為担当官
　大分刑務所長
　國部 敬徳
(大分県大分市畑中303)

平成22年2月16日
尾家産業株式会社大分営業所
大分県大分市新川町2-4-37

一般競争入札 1,643,963 1,370,976 83.4 単価契約

226
新型インフルエンザ感染防護用品整
備

支出負担行為担当官
　新潟少年学院長
　中村　茂樹
(新潟県長岡市御山町117-13)

平成22年2月16日
ミドリ安全新潟株式会社長岡
営業所
新潟県長岡市川崎町841-1

一般競争入札 1,874,780 1,027,110 54.8

227 保管庫購入

支出負担行為担当官
　高知少年鑑別所長
　小林　剛
(高知県高知市塩田町19-13)

平成22年2月16日
株式会社ナガワ
高知県高知市杉井流2-27

一般競争入札 2,049,348 1,890,000 92.2

228
複写機の調達及び保守（カラーデジタ
ル複合機，モノクロデジタル複合機）

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
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成22年2月16日

京セラミタジャパン株式会社
愛知県名古屋市東区葵3-15-
31住友生命千種ニュータワー
ビル

一般競争入札 7,109,320 2,207,100 31.0
5か年分の保守料含む。
単価契約

229 東京入国管理局ＬＡＮシステム更新

支出負担行為担当官
　東京入国管理局長
　髙宅　茂
(東京都港区港南5-5-30）

平成22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 21,061,446 19,740,000 93.7
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230 検察庁自動契印装置購入　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22年2月17日
広友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 16,062,774 16,062,774 100.0

231 ブラインド等購入　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22年2月17日
株式会社春木屋
東京都世田谷区太子堂4-1-1

一般競争入札 2,006,534 1,310,400 65.3

232
九段第２合同庁舎６階一部インバータ
照明器具　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月17日
株式会社東洋ノーリツ
東京都神田淡路町2-21-15

一般競争入札 3,132,866 2,992,500 95.5

233 和紙公図の補修作業　一式

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

平成22年2月17日
株式会社川又感光社
茨城県水戸市五軒町1-5-48

一般競争入札 4,707,549 2,971,500 63.1

234 ハンドル式移動書架　一式

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

平成22年2月17日
有限会社森田商事
茨城県水戸市東原3-3-28

一般競争入札 6,684,048 2,709,000 40.5

235 自動体外式除細動器（AED）物品供給

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月17日
東邦アセチレン株式会社
東京都中央区東日本橋2-4-10

一般競争入札 1,927,800 749,700 38.9

236
岡山地方法務局本局他３庁照明器具
安定器等取替作業

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山県岡山市北区南方1-3-58）

平成22年2月17日
株式会社建美装社
岡山県岡山市中区江崎724-5

一般競争入札 4,701,453 1,890,000 40.2

237 照明器具取替作業　一式

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22年2月17日
太平ビルサービス株式会社
東京都新宿区西新宿6-22-1

一般競争入札 2,841,306 2,100,000 73.9

30/63



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
（一括調達実施庁等）

238 事務監査用等パソコンの整備一式

支出負担行為担当官代理
　大分地方検察庁次席検事
　丸山　毅
（大分県大分市中島西1-1-35）

平成22年2月17日
株式会社ネットエース
大分県大分市牧2-14-3

一般競争入札 3,805,477 3,120,285 82.0

239 パソコン購入

支出負担行為担当官
　東京矯正管区長
　児玉　一雄
（埼玉県さいたま市中央区新都心2-1）

平成22年2月17日
リコー販売株式会社埼玉支社
埼玉県さいたま市北区宮原町
3-77-2

一般競争入札 4,972,120 4,156,950 83.6

240 多重放映制御装置整備

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

平成22年2月17日
六興通信工業株式会社
北海道札幌市東区東苗穂5-1-
7-13

一般競争入札 14,626,500 12,075,000 82.6

241 パソコン購入

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

平成22年2月17日
ＰＦＵ北海道株式会社
北海道札幌市東区北11東6-1-
19

一般競争入札 6,752,340 4,830,000 71.5

242 蛍光管一式購入

支出負担行為担当官
　青森刑務所長
　尾﨑　秀幸
（青森県青森市大字荒川字藤戸88）

平成22年2月17日
東邦電工株式会社
青森県青森市妙見1-3-8

一般競争入札 2,862,450 2,730,000 95.4

243 ガス衣類乾燥機整備

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

平成22年2月17日
東京ガスエネワーク株式会社
神奈川県横浜市中区花咲町2-
68

一般競争入札 5,922,000 5,859,000 98.9
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244 超音波診断装置一式購入

支出負担行為担当官
　岡崎医療刑務所長
　河田　晃
(愛知県岡崎市上地4-24-16)

平成22年2月17日
協和医科器械株式会社
愛知県岡崎市上地6-31-1

一般競争入札 2,698,499 2,625,000 97.3

245 業務用洗濯機等購入

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長
　佐藤　誠
(福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1)

平成22年2月17日
株式会社廣瀬商会福岡営業所
福岡県福岡市博多区下呉服町
5-11

一般競争入札 3,320,100 3,024,000 91.1

246 ライスボイラー購入

支出負担行為担当官
　北九州医療刑務所長
　佐藤　誠
(福岡県北九州市小倉南区葉山町1-1-
1)

平成22年2月17日
王子テック株式会社
福岡県福岡市早良区次郎丸6-
5-8

一般競争入札 2,801,400 2,383,500 85.1

247
被収容者給食材料購入（冷凍ブロッコ
リー外33品目）

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長
　水上　要
(福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1)

平成22年2月17日
尾家産業株式会社福岡支店
福岡県福岡市博多区東那珂2-
20-8

一般競争入札 1,667,860 1,657,348 99.4 単価契約

248
被収容者給食材料（ソフトヨーグルト外
9品目）

支出負担行為担当官
　福岡刑務所長
　水上　要
(福岡県糟屋郡宇美町障子岳南6-1-1)

平成22年2月17日
愛知ヨーク株式会社
福岡県大野城市三笠川3-4-15

一般競争入札 1,653,015 1,613,047 97.6 単価契約

249 高圧業務用電力供給

支出負担行為担当官
　有明高原寮長
　関 伸平
(長野県安曇野市穂高有明7299)

平成22年2月17日
中部電力株式会社
愛知県名古屋市東区東新町1

一般競争入札 3,050,817 2,905,540 95.2 単価契約

250
中央合同庁舎第６号館臨時特別清掃
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22年2月18日
株式会社アール・エス・シー
東京都豊島区東池袋3-1-3

一般競争入札 9,311,335 8,872,500 95.3

251 住宅地図の物品供給

支出負担行為担当官
　関東公安調査局長
　小林　英樹
（東京都千代田区九段南１-1-10）

平成22年2月18日
株式会社文研堂書店
東京都千代田区永田町1-6

一般競争入札 5,025,720 4,584,121 91.2
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252 全自動製本機供給

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

平成22年2月18日
株式会社稲葉
和歌山県和歌山市十番丁51

一般競争入札 4,309,200 4,200,000 97.5

253
長野地方検察庁事務監査用等パーソ
ナルコンピューター供給

支出負担行為担当官
　長野地方検察庁検事正
　總山　哲
（長野県長野市大字長野旭町1108）

平成22年2月18日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 14,034,226 8,400,000 59.9

254 新潟地方検察庁長岡支部備品供給

支出負担行為担当官代理
　新潟地方検察庁次席検事
　中條　隆二
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月18日
株式会社ヒウラ
新潟県新潟市東区牡丹山1-
34-6

一般競争入札 3,508,113 3,370,500 96.1

255 眼科用超音波診断装置一式更新整備

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

平成22年2月18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 3,066,000 2,814,000 91.8

256 耳鼻科ユニット一式更新整備

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

平成22年2月18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 2,387,700 2,100,000 88.0

257
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影
Ｘ線診断装置一式更新整備

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

平成22年2月18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 4,293,653 3,759,000 87.5

258 洗濯用備品一式整備

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

平成22年2月18日
株式会社アオイ
東京都八王子市上柚木町314-
1

一般競争入札 2,658,180 2,205,000 83.0

259 カーテン等購入

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

平成22年2月18日
宏陽株式会社
東京都中央区日本橋富沢町7-
7

一般競争入札 5,756,343 4,088,390 71.0
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260 視聴覚機器等購入

支出負担行為担当官
　東北少年院長
　土田　基憲
(宮城県仙台市若林区古城3-21-1)

平成22年2月18日
大丸藤井株式会社仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁目柳
堀22

一般競争入札 2,841,300 2,305,800 81.2

261 フライス盤等購入

支出負担行為担当官
　広島少年院長
　佐藤　公昭
（広島県東広島市八本松町原11174-
31）

平成22年2月18日
株式会社大迫本社
広島県広島市安芸区矢野西5-
3-16

一般競争入札 3,780,756 1,647,450 43.5

262
国際的な民法改正動向を踏まえた典
型契約に関する調査研究委託　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22年2月19日
株式会社商事法務
東京都中央区日本橋茅場町3-
9-10

一般競争入札
（総合評価実施）

5,887,093 2,056,713 34.9

263
「国際的な子の奪取の民事面に関す
る条約」に関する調査研究委託　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22年2月19日
株式会社商事法務
東京都中央区日本橋茅場町3-
9-10

一般競争入札
（総合評価実施）

2,239,728 1,580,985 70.6

264
企業結合法制に関する調査研究委託
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22年2月19日
株式会社商事法務
東京都中央区日本橋茅場町3-
9-10

一般競争入札
（総合評価実施）

1,614,768 1,543,500 95.6

265 CALの購入　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22年2月19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 1,756,797 1,688,887 96.1

266 和紙公図の補修作業等　一式

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

平成22年2月19日
株式会社ミウラ
広島県広島市中区南千田東町
3－9

一般競争入札 10,011,960 8,326,500 83.2

267
さいたま地方法務局支局庁用小型自
動車賃貸借

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

平成22年2月19日

株式会社トヨタレンタリース神
奈川
神奈川県横浜市神奈川区栄町
7-1

一般競争入札 1,697,850 1,507,485 88.8
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268
地図情報システムにおける公図の分
属表記地番の重複地番処理作業　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22年2月19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 2,320,500 2,310,000 99.5

269 移動式書架供給及び設置等業務

支出負担行為担当官
　大阪法務局長
　白石　研二
（大阪府大阪市中央区谷町2-1-17）

平成22年2月19日
株式会社メーベル
大阪府大阪市旭区中宮1-1-2

一般競争入札 7,771,000 6,751,500 86.9

270 複合認証機購入

支出負担行為担当官
　富山地方法務局長
　金子　寛志
（富山県富山市牛島新町11-7）

平成22年2月19日
有限会社マツクラ
富山県富山市願海寺368

一般競争入札 1,806,000 1,806,000 100.0

271 複合認証機購入

支出負担行為担当官
　岡山地方法務局長
　林　久義
（岡山県岡山市北区南方1-3-58）

平成22年2月19日
山陽事務機株式会社
岡山県岡山市中区原尾島1-2-
20

一般競争入札 2,330,133 2,310,000 99.1

272
受領証交付用複合認証機の納入及び
廃棄

支出負担行為担当官
　佐賀地方法務局長
　松﨑　義幸
（佐賀県佐賀市城内2-10-20）

平成22年2月19日
株式会社西部ビジネスマシン
ズ
福岡県大野城市若草2-5-12

一般競争入札 2,080,470 1,995,000 95.9

273 複合認証機供給

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町1-46）

平成22年2月19日
三英堂事務機株式会社
福島県郡山市大町1-6-14

一般競争入札 1,722,000 1,722,000 100.0

274 事務用いす供給

支出負担行為担当官
　札幌法務局長
　寺島　健
（北海道札幌市北区北8条西2-1-1）

平成22年2月19日
株式会社三好商会
北海道札幌市中央区大通西
18-1

一般競争入札 5,408,172 5,337,990 98.7

275 カラー液晶モニター購入

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

平成22年2月19日
広友物産株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 6,229,860 5,439,000 87.3
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276 両そで机等供給等

支出負担行為担当官
　千葉地方検察庁検事正
　河村　博
（千葉県千葉市中央区中央4-11-1）

平成22年2月19日
株式会社開周堂
千葉県千葉市中央区中央4-9-
7

一般競争入札 5,415,832 3,686,550 68.1

277 オフィスシュレッダー供給

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正
　佐々木　善三
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成22年2月19日
関彰商事株式会社ビジネスソ
リューション部水戸支店
茨城県ひたちなか市枝川277

一般競争入札 5,748,120 5,143,005 89.5

278 パソコンの購入　一式

支出負担行為担当官
　前橋地方検察庁検事正
　中屋　利洋
（群馬県前橋市大手町3-2-1）

平成22年2月19日
リコー販売株式会社群馬支社
群馬県前橋市元総社町527-3

一般競争入札 4,396,854 2,780,190 63.2

279 事務監査用等パソコンの購入

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22年2月19日
株式会社富士通エフサス山梨
支店
山梨県甲府市丸の内1-17-10

一般競争入札 4,022,772 2,244,690 55.8

280 ファイルサーバ購入

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月19日
パナソニックＣＣソリューション
ズ株式会社
東京都目黒区下目黒2-3-8

一般競争入札 5,735,886 4,708,200 82.1

281
鳥取地方検察庁及び同米子支部書架
納入

支出負担行為担当官
　鳥取地方検察庁検事正
　長谷川　充弘
（鳥取県鳥取市西町3-201）

平成22年2月19日
株式会社ティ・エム・オー
鳥取県鳥取市新91-33

一般競争入札 1,658,983 1,485,750 89.6

282
盛岡地方検察庁パーソナルコンピュー
ター等一式納入

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22年2月19日
株式会社富士通エフサス岩手
支店
岩手県盛岡市中央通3-1-2

一般競争入札 9,411,675 8,997,450 95.6

283 耐火金庫購入

支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正
　西村　逸夫
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月19日
株式会社赤松商店
香川県高松市花園町1-6-6

一般競争入札 3,789,623 2,350,950 62.0

36/63



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
（一括調達実施庁等）

284 電子内視鏡システム購入

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

平成22年2月19日
株式会社メディカルバイオサイ
エンス
群馬県太田市清原町1-10

一般競争入札 4,441,395 4,147,500 93.4

285 居室棟用マット購入

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

平成22年2月19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 6,930,000 6,615,000 95.5

286 体表温検査システム整備

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

平成22年2月19日
株式会社タテノプランニング
神奈川県横浜市港南区笹下3-
21-16

一般競争入札 16,997,085 16,800,000 98.8

287
沼津拘置支所及び浜松拘置支所警備
用機器設置

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

平成22年2月19日

三菱電機システムサービス株
式会社中部支社
愛知県名古屋市東区矢田5-1-
41

一般競争入札 16,263,415 8,158,500 50.2

288 医療機器一式交換

支出負担行為担当官
　東京拘置所長
　松村　明
(東京都葛飾区小菅1-35-1)

平成22年2月19日
株式会社メディセオ葛飾支店
東京都葛飾区立石5-9-23

一般競争入札 14,326,473 13,592,250 94.9

289 歯科用ユニット購入

支出負担行為担当官
　福井刑務所長
　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成22年2月19日
株式会社別田
福井県福井市四ツ居2-１-１

一般競争入札 2,520,408 2,079,000 82.5

290 事務什器購入

支出負担行為担当官
　三重刑務所長
　唐桶　昇
(三重県津市修成町16-1)

平成22年2月19日
株式会社アイシン
三重県津市幸町12-6

一般競争入札 3,222,450 2,499,000 77.5

291
矯正情報ネットワークシステム機器一
式整備

支出負担行為担当官
　三重刑務所長
　唐桶　昇
(三重県津市修成町16-1)

平成22年2月19日
有限会社チカザワジム
三重県津市西丸之内6-5

一般競争入札 3,003,396 2,730,000 90.9
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292 パソコン購入

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

平成22年2月19日
NECフィールディング株式会社
兵庫県神戸市中央区東町126

一般競争入札 4,179,200 4,150,000 99.3

293 事務什器購入

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1530)

平成22年2月19日
有限会社うめや
兵庫県神戸市長田区若松町
10-4-5

一般競争入札 1,978,200 1,260,000 63.7

294 ストレッチャー等医療機器整備

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22年2月19日
鳥取医療機株式会社
鳥取県鳥取市西品治815の8

一般競争入札 3,980,034 3,780,000 95.0

295 食器消毒保管庫等購入

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7-12-1)

平成22年2月19日
日本給食設備株式会社九州支
店
熊本県熊本市江越2-12-10

一般競争入札 5,229,000 5,197,500 99.4

296 京町拘置支所放送設備装置整備

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7-12-1)

平成22年2月19日
有限会社東電器
熊本県熊本市上林町3-49

一般競争入札 2,646,000 2,619,750 99.0

297 乾燥機整備

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7-12-1)

平成22年2月19日
有限会社九州機材
福岡県大野城市御笠川5-8-4

一般競争入札 1,998,150 1,365,000 68.3

298 パソコン等購入

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

平成22年2月19日

ＮＥＣフィールディング株式会社
北九州支店
福岡県北九州市小倉北区砂津
1-5-34

一般競争入札 8,068,200 6,657,000 82.5

299 パソコン購入

支出負担行為担当官
　福岡少年院長
　福元　俊一
(福岡県福岡市南区老司4-20-1)

平成22年2月19日
リコー九州株式会社
福岡県福岡市博多区東比恵3-
9-15

一般競争入札 2,041,200 1,502,109 73.6
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300 電力供給

支出負担行為担当官
　神戸少年鑑別所
　櫛田　透
(兵庫県神戸市兵庫区下祇園町40-7)

平成22年2月19日
関西電力株式会社神戸営業所
兵庫県神戸市中央区加納町6-
2-1

一般競争入札 3,542,000 3,067,152 86.6 単価契約

301
民事情報システムの更新及び民事月
報データベースの登録作業等　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22年2月22日
新日鉄ソリューションズ株式会
社公共ソリューション事業部
東京都中央区新川2-20-15

一般競争入札 10,305,822 10,290,000 99.8

302 防災用エアーテント購入　3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22年2月22日
東興産業株式会社
東京都中央区日本橋蛎殻町1-
36-2

一般競争入札 10,082,625 9,018,450 89.4

303
供託所統廃合等に伴う供託事務処理
システム移行作業業務委託　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22年2月22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 1,565,340 1,565,340 100.0

304 番号案内表示システム　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月22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 10,062,495 7,623,000 75.8

305
ブルーマップ冊子版及びクリアポケット
版78部

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月22日
社団法人民事法情報センター
東京都新宿区四谷2-14-8ＹＰ
Ｃビル2Ｆ

一般競争入札 2,293,200 2,207,205 96.3

306 モニター用カメラ購入

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

平成22年2月22日
総合警備保障株式会社
東京都港区元赤坂1－6－6

一般競争入札 3,149,789 2,761,500 87.7

307
新登記情報システム導入に伴うＬＡＮ
及び電源配線敷設等の附帯作業　一
式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　小野　勝成
（京都府京都市上京区荒神口通河原町
東入上生洲町197)

平成22年2月22日
日本電話施設株式会社
愛知県名古屋市中区千代田2-
15-18

一般競争入札 3,465,000 2,866,500 82.7 単価契約
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308 ハンドル式移動書架　一式

支出負担行為担当官
　津地方法務局長
　志賀浦　実
（三重県津市丸之内26-8）

平成22年2月22日
株式会社林商店
三重県津市万町津200

一般競争入札 8,293,941 5,985,000 72.2

309 複合認証機購入

支出負担行為担当官
　広島法務局長
　佐藤　努
（広島県広島市中区上八丁堀6-30）

平成22年2月22日
株式会社広工
広島県広島市中区堺町1-3-8

一般競争入札 1,934,520 1,890,000 97.7

310 電子計算機用附帯設備の撤去等作業

支出負担行為担当官
　仙台法務局長
　太田　健治
（宮城県仙台市宮城野区名掛丁128 広
瀬通ＳＥビル）

平成22年2月22日
株式会社ビルネット
東京都中央区銀座6-16-9

一般競争入札 7,923,831 7,497,000 94.6

311 事務監査用等パソコン等物品供給

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正
　佐々木　善三
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成22年2月22日
関彰商事株式会社ビジネスソ
リューション部水戸支店
茨城県ひたちなか市枝川277

一般競争入札 9,187,500 7,875,000 85.7

312 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月22日
株式会社二村商店
大阪府大阪市西区南堀江3-6-
1

一般競争入札 1,797,600 672,000 37.4

313
和歌山地方検察庁官用自動車（新宮
車）交換　1台

支出負担行為担当官
　和歌山地方検察庁検事正
　佐山　雅彦
（和歌山県和歌山市二番丁3）

平成22年2月22日
株式会社ホンダ四輪販売南近
畿
奈良県大和郡山市横田町617

一般競争入札
（総合評価実施）

2,516,695 2,079,000 82.6

314 パソコンの供給

支出負担行為担当官
　岐阜地方検察庁検事正
　吉田　統宏
（岐阜県岐阜市美江寺町2-8）

平成22年2月22日

株式会社富士通エフサス中部
本部東海支社第一情報サービ
ス営業部
愛知県名古屋市中区錦1-10-1

一般競争入札 3,593,436 2,225,769 61.9

315 会議用テーブル等供給　一式

支出負担行為担当官
　金沢地方検察庁検事正
　大島　忠郁
（石川県金沢市大手町6-15）

平成22年2月22日
株式会社山岸製作所
石川県金沢市小金町3-31

一般競争入札 3,161,214 2,499,000 79.1
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316 大分地方検察庁館内備品等整備一式

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

平成22年2月22日
株式会社テクノプラス
大分県大分市新川町1-10-7

一般競争入札 6,589,674 6,510,000 98.8

317 ノートブック型パソコン供給

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

平成22年2月22日
日興システム株式会社
福岡県福岡市西区姪の浜6-2-
6-206

一般競争入札 9,976,774 9,975,000 99.9

318 事務監査用等パソコン買入れ

支出負担行為担当官
　鹿児島地方検察庁検事正
　保坂　洋彦
（鹿児島県鹿児島市山下町13-10）

平成22年2月22日
鹿児島測機株式会社
鹿児島県鹿児島市祇園之洲町
32

一般競争入札 4,647,576 4,578,000 98.5

319 パソコン等

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
　三浦　守
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成22年2月22日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 2,427,610 2,322,600 95.7

320 事務監査用パソコンの納入

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

平成22年2月22日
株式会社富士通エフサス
東京都港区芝公園4-1-4

一般競争入札 2,101,008 1,444,590 68.8

321 函館地方検察庁パソコン供給

支出負担行為担当官
　函館地方検察庁検事正
　八幡　雄治
（北海道函館市上新川町1-13）

平成22年2月22日
株式会社近藤商会
北海道函館市西桔梗町589

一般競争入札 4,504,332 3,076,500 68.3

322 ノートパソコン納入

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁検事正
　中井　国緒
（北海道旭川市花咲町4）

平成22年2月22日
株式会社大江商店
北海道旭川市7条通15-左1

一般競争入札 1,705,189 1,667,925 97.8

323 シュレッダー購入

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）
支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正

西村 逸夫

平成22年2月22日
株式会社原誠文堂
香川県高松市郷東町23-8

一般競争入札 5,158,438 3,433,500 66.6
一括調達(高松高等検察
庁，高松地方検察庁)
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324 電力供給

支出負担行為担当官
　秋田刑務所長
　児玉　忠雄
（秋田県秋田市川尻新川町1-1）

平成22年2月22日
株式会社Ｆ-ＰＯＷＥＲ
東京都品川区東五反田5-11-1

一般競争入札 19,803,268 18,713,944 94.5 単価契約

325 体表温サーモグラフィ購入

支出負担行為担当官
　福島刑務所長
　武田　豊
(福島県福島市南沢又字上原1)

平成22年2月22日
株式会社ジオット福島支社
福島県福島市松山町79

一般競争入札 7,385,714 7,245,000 98.1

326 超音波診断装置購入

支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長
　渡部　志郎
(栃木県大田原市寒井1466-2)

平成22年2月22日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-15

一般競争入札 3,045,000 2,509,500 82.4

327 被収容者寝具購入

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

平成22年2月22日
宏陽株式会社
東京都中央区日本橋富沢町7-
7

一般競争入札 2,763,600 2,675,400 96.8

328 自動洗浄器購入

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

平成22年2月22日
東京サラヤ株式会社
東京都品川区東品川1-25-8

一般競争入札 2,367,750 1,485,225 62.7

329 事務什器購入

支出負担行為担当官
　立川拘置所長
　佐藤　洋
(東京都立川市泉町1156-11)

平成22年2月22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 6,364,792 6,037,500 94.9

330 医療備品等一式購入

支出負担行為担当官
　立川拘置所長
　佐藤　洋
(東京都立川市泉町1156-11)

平成22年2月22日
株式会社栗原医療器械店
群馬県太田市清原町4-6

一般競争入札 4,051,604 3,989,790 98.5

331 自動放送設備整備

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22年2月22日
ジャトー株式会社
大阪府大阪市北区末広町1-22

一般競争入札 3,427,200 3,223,500 94.1
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332 視聴覚機器購入

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22年2月22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 2,436,000 2,068,500 84.9

333 ジェットタオル等購入

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長
　松田　淳
(岡山県岡山市北区牟佐765)

平成22年2月22日
サラヤ株式会社岡山営業所
岡山県岡山市北区下中野719-
102

一般競争入札 3,875,810 2,335,620 60.3

334 洗濯脱水機購入

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長
　松田　淳
(岡山県岡山市北区牟佐765)

平成22年2月22日

株式会社アサヒ製作所大阪営
業所
大阪府大阪市淀川区西中島4-
6-15

一般競争入札 2,638,650 1,575,000 59.7

335 心電計整備

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月22日
株式会社カワニシ
岡山県岡山市北区今1-4-31

一般競争入札 2,409,750 2,184,000 90.6

336
尾道刑務支所全自動血球係数装置購
入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月22日
中外テクノ株式会社
広島県広島市西区横川新町9-
12

一般競争入札 1,908,900 1,869,000 97.9

337 全自動血球係数装置購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月22日
成和産業株式会社
広島県広島市西区商工セン
ター1-2-19

一般競争入札 2,331,000 2,299,500 98.6

338 居室棟用マット購入

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

平成22年2月22日
小林産業株式会社
徳島県徳島市秋田町2-17-1

一般競争入札 2,211,367 1,995,000 90.2

339 映像音響設備整備

支出負担行為担当官
　高松刑務所長
　五反田　伸一
(香川県高松市松福町2-16-63)

平成22年2月22日
ジャトー株式会社四国営業所
香川県高松市西内町3-7

一般競争入札 3,097,500 2,598,750 83.9
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340 被収容者用什器類購入

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
(愛媛県東温市見奈良1243-2)

平成22年2月22日
日本調理機株式会社
愛媛県松山市北井門2-12-7

一般競争入札 2,892,750 2,887,500 99.8

341 手洗い装置一式購入

支出負担行為担当官
　松山刑務所長
　三好　隆行
(愛媛県東温市見奈良1243-2)

平成22年2月22日
サラヤ株式会社
岡山県岡山市北区下中野719-
102

一般競争入札 3,108,000 1,995,000 64.2

342 視聴覚機器等購入

支出負担行為担当官
　高知刑務所長
　田上　孝忍
 (高知県高知市布師田3604-1)

平成22年2月22日
四国家電株式会社
高知県高知市知寄町2-1-29

一般競争入札 4,500,000 4,484,949 99.7

343 エアコン購入

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7-12-1)

平成22年2月22日
株式会社廣瀬商会福岡営業所
福岡県福岡市博多区下呉服町
5-11

一般競争入札 13,634,880 7,426,041 54.5

344
熊本刑務所及び八代拘置支所保管庫
整備

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7-12-1)

平成22年2月22日
株式会社ダイエー総業
熊本県熊本市日吉2-3-69

一般競争入札 3,952,139 3,206,563 81.1

345 パソコン等購入

支出負担行為担当官
　水府学院長
　鷲野　薫
(茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084-1)

平成22年2月22日
リコー販売株式会社茨城支社
茨城県水戸市元吉田町1074-1

一般競争入札 2,656,500 2,366,280 89.1

346 居室用机・椅子購入

支出負担行為担当官
　浪速少年院長
　秋田　明生
(大阪府茨木市郡山1-10-17)

平成22年2月22日
株式会社みなと
大阪府茨木市平田1-4-21

一般競争入札 1,764,000 1,570,800 89.0

347 運転適性検査器更新整備

支出負担行為担当官
　鳥取少年鑑別所長
　桑田　裕
(鳥取県鳥取市湯所町2-147)

平成22年2月22日
新潟通信機株式会社
新潟県新潟市中央区上所中3-
14-8

一般競争入札 1,770,878 1,480,000 83.6
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348
更生保護情報通信ネットワークサーバ
におけるファイル管理ソフトの調達　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
（北海道札幌市中央区大通西12）

平成22年2月22日
扶桑電通株式会社北海道支店
北海道札幌市中央区南1条西
9-1-2札幌トラストビル

一般競争入札 2,992,485 1,716,750 57.4

349 平机等物品供給

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
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成22年2月22日
株式会社栗田商会
愛知県名古屋市緑区鳴海町字
上汐田309

一般競争入札 1,673,248 1,381,800 82.6

350
法務省浦安総合センターＡ館調光安
定器等購入及び交換作業　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22年2月23日
弘津電業株式会社
東京都世田谷区北烏山3-6-11

一般競争入札 3,761,252 2,982,735 79.3

351
デジタル一眼レフカメラほかの物品供
給

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長
　牧野　直明
（大阪府大阪市中央区2-1-17）

平成22年2月23日

コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社官公庁事業
部近畿官公庁営業部
大阪府大阪市西区西本町2-3-
10

一般競争入札 2,071,282 1,734,497 83.7

352 図書購入

支出負担行為担当官
　千葉地方法務局長
　渡辺　博
（千葉県千葉市中央区中央港1-11-3）

平成22年2月23日
株式会社三省堂書店
東京都千代田区神田神保町1-
1

一般競争入札 1,123,084 1,104,250 98.3

353
新潟地方法務局事務用家具等物品供
給

支出負担行為担当官
　新潟地方法務局長
　亀田　哲
（新潟県新潟市中央区西大畑町5191）

平成22年2月23日
株式会社ヒウラ
新潟県新潟市東区牡丹山1-
34-6

一般競争入札 2,359,837 2,226,000 94.3

354
新登記情報システム導入に伴う
付帯作業

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成22年2月23日
富士通ネットワークソリューショ
ンズ株式会社　東海支店
愛知県名古屋市中区錦1-10-1

一般競争入札 6,416,011 2,341,500 36.5

355 ハンドル式移動書架の購入

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成22年2月23日
株式会社小見山家具製作所
岐阜県羽島郡笠松町友楽町7-
1

一般競争入札 4,566,595 2,383,500 52.2
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356 照明器具交換

支出負担行為担当官
　福井地方法務局長
　富士田　義博
（福井県福井市春山1-1-54）

平成22年2月23日
大電産業株式会社
福井県福井市春山1-6-15

一般競争入札 4,664,890 4,095,000 87.8

357 物品調達及び備品等移設作業

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22年2月23日
株式会社エビス堂
長崎県長崎市恵美須町6-14

一般競争入札 4,496,006 2,194,500 48.8

358
静岡地方検察庁における事務監査用
パソコン整備　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方検察庁検事正
　北村　道夫
（静岡県静岡市葵区追手町9-45）

平成22年2月23日
株式会社横山事務器
静岡県静岡市駿河区南町1-13

一般競争入札 1,897,776 1,862,280 98.1

359
静岡地方検察庁ほか3庁におけるシュ
レッダー整備　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方検察庁検事正
　北村　道夫
（静岡県静岡市葵区追手町9-45）

平成22年2月23日
株式会社静岡ビジネス
静岡県静岡市葵区南沼上3-4-
20

一般競争入札 5,738,985 4,004,490 69.8

360 新潟地方検察庁パソコン供給

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

平成22年2月23日
扶桑電通株式会社新潟営業所
新潟県新潟市中央区米山3-1-
63

一般競争入札 4,272,297 3,144,750 73.6

361 福井地方検察庁パソコン供給　一式

支出負担行為担当官
　福井地方検察庁検事正
　宮﨑　昭
（福井県福井市春山1-1-54）

平成22年2月23日
株式会社富士通エフサス福井
支店
福井県福井市毛矢１-10-1

一般競争入札 4,056,412 2,603,895 64.2

362
福井地方検察庁照明器具安定器交換
業務　一式

支出負担行為担当官
　福井地方検察庁検事正
　宮﨑　昭
（福井県福井市春山1-1-54）

平成22年2月23日
株式会社ＥＣＯＰ
京都府京都市西京区大枝沓掛
町2-38

一般競争入札 1,801,170 1,386,000 76.9

363
福岡高等検察庁・福岡地方検察庁パ
ソコン購入

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

平成22年2月23日
扶桑電通株式会社九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-18-7

一般競争入札 12,141,992 8,505,000 70.0
一括調達（福岡高等検察
庁）
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364 ノートパソコン等一式の供給

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

平成22年2月23日

株式会社富士通エフサス西九
州支店
佐賀県佐賀市駅前中央１-5-
10

一般競争入札 5,046,300 4,076,100 80.8

365 給食用食器購入

支出負担行為担当官
　帯広刑務所長
　澤村　佳夫
（北海道帯広市別府町南13-33）

平成22年2月23日
株式会社フジマック帯広営業
所
北海道帯広市白樺16-東20-10

一般競争入札 1,904,883 1,806,000 94.8

366 電波信号変換装置整備

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22年2月23日
東京通信株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地
43-129

一般競争入札 1,743,000 1,449,000 83.1

367 超音波診断装置購入

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22年2月23日
東芝メデイカルシステムズ株式
会社
栃木県大田原市下石上1385

一般競争入札 2,940,000 1,764,000 60.0

368 中門電気錠等整備

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長
　杉原　博文
(和歌山県和歌山市加納383)

平成22年2月23日

三菱電機システムサービス株
式会社関西支社
大阪府大阪市北区大淀中1-4-
13

一般競争入札 3,192,000 2,702,700 84.7

369 印刷機下取交換

支出負担行為担当官
　和歌山刑務所長
　杉原　博文
(和歌山県和歌山市加納383)

平成22年2月23日
株式会社稲葉
和歌山県和歌山市十番丁51

一般競争入札 2,541,000 2,404,500 94.6

370 会議机等整備

支出負担行為担当官
　大阪拘置所長
　徳久　彰
(大阪府大阪市都島区友渕町1-2-5)

平成22年2月23日
株式会社タカシマ
大阪府東大阪市菱屋西5-11-
21-714

一般競争入札 3,867,059 3,309,810 85.6

371 医療機器購入

支出負担行為担当官
　山口刑務所長
　髙村　憲一
(山口県山口市松美町3-75)

平成22年2月23日
山口県薬業株式会社
山口県山口市朝田1050-1

一般競争入札 7,969,500 5,446,350 68.3
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372 事務机購入

支出負担行為担当官
　山口刑務所長
　髙村　憲一
(山口県山口市松美町3-75)

平成22年2月23日
株式会社共営社
山口県宇部市寿町2-4-24

一般競争入札 4,110,645 4,095,000 99.6

373 超音波診断装置購入

支出負担行為担当官
　広島拘置所長
　東小薗　誠
(広島県広島市中区上八丁堀2-6)

平成22年2月23日
株式会社サンキ
広島県広島市西区草津港3-3-
33

一般競争入札 3,712,800 3,045,000 82.0

374
全自動洗濯機及びガス衣類乾燥機整
備

支出負担行為担当官
　新潟少年学院長
　中村　茂樹
(新潟県長岡市御山町117-13)

平成22年2月23日
株式会社アサヒ製作所関越営
業所
群馬県高崎市緑町1-5-11

一般競争入札 2,782,500 2,583,000 92.8

375
中国地方更生保護委員会及び管内保
護観察所における端末機器等一式の
調達

支出負担行為担当官
　中国地方更生保護委員会委員長
　山田　憲児
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成22年2月23日
キャノンシステムアンドサポート
株式会社中国大手営業部
広島県広島市南区段原2-5-1

一般競争入札 10,898,713 10,190,631 93.5

一括調達（鳥取保護観察
所，米子駐在官事務所，
松江保護観察所，岡山保
護観察所，津山駐在官事
務所，広島保護観察所，
福山駐在官事務所，山口
保護観察所 下関駐在官

376 事務用回転椅子供給　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22年2月24日
藤井産業株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地
41-3

一般競争入札 9,043,226 7,644,000 84.5

377 ハンドル式移動書架　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22年2月24日
有限会社マツヤ
栃木県鹿沼市緑町1-2-39

一般競争入札 7,570,500 2,824,500 37.3

378
窓口用番号呼出表示システム供給
一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　小野　勝成
（京都府京都市上京区荒神口通河原町
東入上生洲町197)

平成22年2月24日
株式会社日興商会
兵庫県尼崎市東難波5-10-30

一般競争入札 1,769,250 1,071,000 60.5

379
乙号窓口用番号案内システム一式納
入

支出負担行為担当官
　佐賀地方法務局長
　松﨑　義幸
（佐賀県佐賀市城内2-10-20）

平成22年2月24日

アール・オー・エス九州株式会
社
福岡県福岡市博多区博多駅前
2-4-12

一般競争入札 3,058,555 1,344,000 43.9
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380
乙号窓口モニター用カメラ等一式納入
(登記ほか4庁)

支出負担行為担当官
　佐賀地方法務局長
　松﨑　義幸
（佐賀県佐賀市城内2-10-20）

平成22年2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 2,176,346 1,207,500 55.5

381
高知地方法務局複合機購入・下取（交
換）

支出負担行為担当官
　高知地方法務局長
　藤原　基忠
（高知県高知市小津町4-30）

平成22年2月24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 3,005,131 2,590,791 86.2
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

382 カラーレーザープリンタ供給

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正
　佐々木　善三
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成22年2月24日
関彰商事株式会社ビジネスソ
リューション部水戸支店
茨城県ひたちなか市枝川277

一般競争入札 3,234,000 1,247,400 38.6

383 事務机等物品供給

支出負担行為担当官
　水戸地方検察庁検事正
　佐々木　善三
（茨城県水戸市北見町1-1）

平成22年2月24日
有限会社クノ商会
茨城県笠間市笠間1712-6

一般競争入札 2,707,950 1,963,500 72.5

384 パーソナルコンピュータ

支出負担行為担当官
　京都地方検察庁検事正
　梶木　壽
（京都府京都市上京区新町通下長者町
下る両御霊町82）

平成22年2月24日
株式会社日興商会京都支店
京都府京都市伏見区竹田三ツ
杭町5-1

一般競争入札 6,681,811 5,775,000 86.4

385 事務机等買入

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　吉浦  正明
（滋賀県大津市御陵町3-6）

平成22年2月24日
株式会社タグチ
滋賀県大津市富士見台14-15

一般競争入札 2,773,212 1,734,075 62.5

386 複写機交換及び保守

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　吉浦  正明
（滋賀県大津市御陵町3-6）

平成22年2月24日

ウエダ事務機サービス株式会
社
京都府京都市伏見区深草西浦
町8-57-1

一般競争入札 3,445,832 2,208,150 64.1
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

387 パソコン等買入

支出負担行為担当官
　大津地方検察庁検事正
　吉浦  正明
（滋賀県大津市御陵町3-6）

平成22年2月24日

株式会社富士通エフサス京都
支社
京都府京都市下京区四条通麩
屋町西入立売東町1

一般競争入札 8,178,977 6,069,000 74.2
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388
佐賀地方検察庁で使用する事務机等
の物品供給

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

平成22年2月24日
株式会社ダイイチ
佐賀県佐賀市蓮池大字見島
550-1

一般競争入札 9,260,660 8,847,300 95.5

389 事務監査用等パソコン等供給

支出負担行為担当官
　秋田地方検察庁検事正
　篠﨑　和人
（秋田県秋田市山王7-1-2）

平成22年2月24日
株式会社富士通エフサス秋田
支店
秋田県秋田市中通2-3-8

一般競争入札 2,436,630 2,068,500 84.9

390 デジタル複合機交換及び保守

支出負担行為担当官
　高知地方検察庁検事正
　加藤　敏員
（高知県高知市丸ノ内1-3-20）

平成22年2月24日
高知県文具株式会社
高知県高知市南久保8-10

一般競争入札 8,740,128 5,774,651 66.1
５カ年分の保守料を含
む。
単価契約

391 松戸拘置支所自動放送装置購入

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)

平成22年2月24日
東通産業株式会社
東京都港区六本木5-16-20

一般競争入札 2,203,437 1,992,900 90.4

392 パソコン及びプリンタ等一式購入

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

平成22年2月24日
株式会社タテノプランニング
神奈川県横浜市港南区笹下3-
21-16

一般競争入札 7,682,451 4,072,425 53.0

393 自動手指洗浄消毒器購入

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

平成22年2月24日

東京サラヤ株式会社横浜営業
所
神奈川県横浜市都筑区荏田東
4-5-4

一般競争入札 8,694,525 7,350,000 84.5

394 福山拘置支所空調設備更新整備

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月24日
大和電機工事株式会社
広島県福山市松浜1-1-8

一般競争入札 5,259,450 3,675,000 69.9

395 デジタルX線診断システム一式整備

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

平成22年2月24日

株式会社アスティス徳島営業
所
徳島県徳島市川内町平石夷野
224-30

一般競争入札 3,858,939 3,675,000 95.2
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396 生化学自動分析装置一式整備

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

平成22年2月24日
株式会社トナミ医療技研
徳島県徳島市三軒屋町外24-
65

一般競争入札 2,750,779 2,730,000 99.2

397 パソコン購入

支出負担行為担当官
　瀬戸少年院長
　南山　三郎
(愛知県瀬戸市東山町14)

平成22年2月24日

ＮＥＣフィールディング株式会社
中部支社三河支店
愛知県豊田市小坂本町1-5-3
朝日生命新トヨタビル

一般競争入札 3,400,950 2,074,695 61.0

398 ＯＡフロア整備

支出負担行為担当官
　浪速少年院長
　秋田　明生
(大阪府茨木市郡山1-10-17)

平成22年2月24日
泉洗絨株式会社
大阪府豊中市庄内西町4-9-21

一般競争入札 2,716,350 2,047,500 75.4

399 法務本省各種備品購入　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22年2月25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 15,869,126 15,855,000 99.9

400 事務用机ほかの物品供給

支出負担行為担当官
　近畿公安調査局長
　牧野　直明
（大阪府大阪市中央区2-1-17）

平成22年2月25日
株式会社メーベル
大阪府大阪市中央区旭区中宮
1-1-2

一般競争入札 3,228,844 2,664,690 82.5

401 照明器具更新等作業　一式

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

平成22年2月25日
利根電気工事株式会社
群馬県前橋市箱田町565-1

一般競争入札 5,470,864 3,675,000 67.2

402 ＬＥＤ蛍光灯供給　一式

支出負担行為担当官
　京都地方法務局長
　小野　勝成
（京都府京都市上京区荒神口通河原町
東入上生洲町197)

平成22年2月25日
株式会社上田屋
京都府京都市中京区押小路通
釜座東入る上松屋町710-3

一般競争入札 1,965,000 1,845,480 93.9

403 シュレッダー供給

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

平成22年2月25日
株式会社稲葉
和歌山県和歌山市十番丁51

一般競争入札 1,675,800 1,470,000 87.7
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404 監視カメラ供給

支出負担行為担当官
　岐阜地方法務局長
　渡辺　秀喜
（岐阜県岐阜市金竜町5-13）

平成22年2月25日
ローレルバンクマシン株式会社
東京都港区虎ノ門1-1-2

一般競争入札 2,796,920 1,911,000 68.3

405
山口地方法務局下関支局リース車
賃貸借

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

平成22年2月25日
日通商事株式会社
東京都中央区築地5-6-10

一般競争入札 1,497,195 1,049,580 70.1

406
高知地方法務局局長室打合せ用机並
びに会議室用机・椅子購入

支出負担行為担当官代理
　高知地方法務局次長
　渡部　英司
（高知県高知市小津町4-30）

平成22年2月25日
株式会社オフコム
高知県高知市高須3-2-45

一般競争入札 2,845,290 2,625,000 92.3

407 椅子，机　一式

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1-1-1）

平成22年2月25日
広友リース株式会社
東京都港区赤坂1-4-17

一般競争入札 70,244,774 51,439,500 73.2

408
枚方区検察庁外2庁における軽量棚
設置作業

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月25日
株式会社アキラ
大阪府大阪市阿倍野区昭和町
2-1-5

一般競争入札 8,972,376 6,930,000 77.2

409
奈良地方検察庁事務監査用等パソコ
ン一式供給

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

平成22年2月25日

ユニアデックス株式会社関西
支店
大阪府大阪市北区中之島3-3-
23

一般競争入札 3,155,565 1,963,500 62.2

410
名古屋地方検察庁検察官用椅子等供
給

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

平成22年2月25日
株式会社文祥堂名古屋支店
愛知県名古屋市中区錦2-2-13
名古屋センタービル

一般競争入札 2,992,431 2,856,000 95.4

411
名古屋地方検察庁事務監査用等パソ
コン等供給

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

平成22年2月25日
システムサポート株式会社
愛知県名古屋市守山区西新4-
20 SKY155ビル1Ｆ

一般競争入札 14,655,900 12,264,000 83.7
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412 佐賀地方検察庁シュレッダー供給

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

平成22年2月25日
株式会社チワタ
佐賀県佐賀市若楠3-1-16

一般競争入札 7,526,400 7,291,200 96.9

413 レーザープリンタ供給

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

平成22年2月25日
株式会社オオバ
熊本県熊本市流通団地1-5

一般競争入札 2,441,775 1,351,350 55.3

414 ノート型パソコン購入

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）
支出負担行為担当官
　高松地方検察庁検事正

西村 逸夫

平成22年2月25日
株式会社富士通四国インフォ
テック
香川県高松市番町1-10-2

一般競争入札 4,053,640 2,568,300 63.4
一括調達(高松高等検察
庁，高松地方検察庁)

415 事務用椅子購入

支出負担行為担当官
　宮城刑務所長
　茂木　嘉則
（宮城県仙台市若林区古城2-3-1）

平成22年2月25日
株式会社セント
宮城県仙台市青葉区北根4-2-
20

一般競争入札 2,806,887 2,309,790 82.3

416 蒸気式乾燥機購入

支出負担行為担当官
　京都拘置所長
　松本　治
(京都府京都市伏見区竹田向代町138)

平成22年2月25日
株式会社オーエーファースト大
阪支店
大阪府大阪市東天満2-1-10

一般競争入札 3,047,100 2,940,000 96.5

417 共通錠可変シリンダー及び子鍵購入

支出負担行為担当官
　岡山刑務所長
　松田　淳
(岡山県岡山市北区牟佐765)

平成22年2月25日
合資会社堀商店
東京都港区新橋2-5-2

一般競争入札 6,367,315 6,363,000 99.9

418 パソコン等購入

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月25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 3,375,750 2,800,350 83.0

419 エアコン等購入

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

平成22年2月25日
株式会社ベスト電器佐賀本店
佐賀県佐賀市兵庫北土地区画
整理地内22

一般競争入札 3,409,350 3,275,895 96.1
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420 厨房用機器購入

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

平成22年2月25日
王子テック株式会社
福岡県福岡市早良区次郎丸6-
5-8

一般競争入札 9,521,351 5,985,000 62.9

421 監視カメラ整備

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7-12-1)

平成22年2月25日

三菱電機システムサービス株
式会社九州支店
福岡県福岡市博多区東比恵3-
12-16

一般競争入札 3,421,824 3,129,000 91.4

422 電子内視鏡システム購入

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長
　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成22年2月25日
有限会社中央医科器械
鹿児島県鹿児島市東郡元町5-
1

一般競争入札 1,725,675 1,522,500 88.2

423 超音波診断装置購入

支出負担行為担当官
　鹿児島刑務所長
　中原　孝文
（鹿児島県姶良郡湧水町中津川1733）

平成22年2月25日
コニカミノルタヘルスケア株式
会社鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市東開町4-7

一般競争入札 3,150,000 1,835,400 58.3

424 電力供給

支出負担行為担当官
　大分少年院長
　茅原　良一
（大分県豊後大野市三重町赤嶺2721）

平成22年2月25日
九州電力株式会社三重営業所
大分県豊後大野市三重町市場
437

一般競争入札 6,677,396 6,550,866 98.1 単価契約

425
更生保護情報通信ネットワークシステ
ム用端末，ディスプレイ及びプリンタ機
器並びに付属品一式

支出負担行為担当官
　近畿地方更生保護委員会委員長
　久保　博務
（大阪府大阪市中央区大手前4-1-76）

平成22年2月25日
株式会社トヨシマビジネスシス
テム
愛知県名古屋市中区錦2-2-24

一般競争入札 11,811,828 7,925,640 67.1

一括調達（大津保護観察
所，京都保護観察所，大
阪保護観察所，神戸保護
観察所，奈良保護観察
所，和歌山保護観察所）

426
更生保護情報通信ネットワークにおけ
るK-WANクライエント機器等の調達

支出負担行為担当官
　四国地方更生保護委員会委員長
　松田　慎一
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月25日
株式会社アートオフィス花園
香川県高松市木太町2196-4

一般競争入札 4,398,115 3,526,687 80.2

一括調達（徳島保護観察
所，高松保護観察所，松
山保護観察所，高知保護
観察所）

427

更生保護情報通信ネットワークにおけ
るK-WANシステム用サーバ更新業務
及びファイル管理ソフト導入に関する
調達

支出負担行為担当官
　四国地方更生保護委員会委員長
　松田　慎一
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月25日
富士通株式会社官公庁ソ
リューション事業本部
東京都港区東新橋1-5-2

一般競争入札 5,229,817 4,578,630 87.5

一括調達（徳島保護観察
所，高松保護観察所，松
山保護観察所，高知保護
観察所）
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428
デジタルカラー複合機交換購入及び
保守

支出負担行為担当官代理
　入国者収容所西日本入国管理セン
ター次長
　増田　義武
（大阪府茨木市郡山1-11-1）

平成22年2月25日

富士ゼロックス株式会社大阪
営業所
大阪府大阪市中央区瓦町3-6-
5

一般競争入札 16,036,650 5,596,237 34.9
単価契約
5か年の保守料金を含
む。

429
法務局通信ネットワークシステム用
ウィルス対策サーバシステム構築等
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22年2月26日
新日鉄ソリューションズ株式会
社公共ソリューション事業部
東京都中央区新川2-20-15

一般競争入札 7,805,068 7,665,000 98.2

430
「成年後見制度及び成年後見登記制
度広報用パンフレット」印刷製本請負
業務　472,800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22年2月26日
株式会社ジェービーエフ
東京都品川区戸越3-1-18　第
百生命戸越ビル7F

一般競争入札 2,739,712 2,715,888 99.1

431
地番検索システム用パーソナルコン
ピュータ　一式

支出負担行為担当官
　東京法務局長
　山舖　弥一郎
（東京都千代田区九段南1-1-15）

平成22年2月26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 2,075,150 2,046,240 98.6

432
横浜地方法務局総務課及び会計課事
務室インバータ照明器具一式供給

支出負担行為担当官
　横浜地方法務局長
　紺野　清幸
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

平成22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 1,297,711 782,250 60.3

433
さいたま地方法務局越谷支局外１庁イ
ンバータ照明器具改修作業　一式

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

平成22年2月26日
高山電設工業株式会社
埼玉県川口市芝下2-17-11

一般競争入札 1,372,140 1,144,500 83.4

434
地図情報システムにおける属性情報
の修正処理作業　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22年2月26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 1,344,000 1,312,500 97.7

435 モニター用カメラ等購入

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

平成22年2月26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 1,617,737 1,501,500 92.8
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436 窓口用番号呼出表示システム　一式

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

平成22年2月26日
株式会社前橋大気堂
群馬県前橋市本町2-2-16

一般競争入札 6,350,463 3,307,500 52.1

437 事務用回転いす等購入　一式

支出負担行為担当官
　静岡地方法務局長
　石井　末弘
（静岡県静岡市葵区追手町9-50）

平成22年2月26日
株式会社栗田商会静岡支店
静岡県静岡市葵区駒形通6-7-
1

一般競争入札 4,272,660 3,255,000 76.2

438 窓口番号案内表示システム

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長
　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成22年2月26日
株式会社事務クリエイト
大阪府寝屋川市池田北町24-
2-312

一般競争入札 3,658,029 1,869,000 51.1

439 地図等改製数値化作業　一式

支出負担行為担当官
　名古屋法務局長
　山川　景逸
（愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1）

平成22年2月26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 1,694,206 1,564,935 92.4

440
熊本地方法務局ファイルワゴン納入
並びに帳簿運搬車の収集運搬及び廃
棄処分

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

平成22年2月26日
株式会社キムラ洋行
熊本県熊本市健軍2-14-14

一般競争入札 1,646,820 1,606,500 97.6

441 デジタル複写機交換及び保守

支出負担行為担当官
　福島地方法務局長
　出雲　範夫
（福島県福島市霞町1-46）

平成22年2月26日
福島リコピー販売株式会社
福島県福島市鎌田字卸町21-2

一般競争入札 7,049,700 2,210,250 31.4
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

442 番号呼出表示システム購入

支出負担行為担当官
　盛岡地方法務局長
　古舘　芳廣
（岩手県盛岡市内丸7-25）

平成22年2月26日
株式会社木津屋本店
岩手県盛岡市南大通2-3-20

一般競争入札 2,040,839 1,279,950 62.7

443 番号案内表示システム物品供給

支出負担行為担当官
　青森地方法務局長
　高橋　洋
（青森県青森市長島1-3-5）

平成22年2月26日
株式会社金入
青森県八戸市卸センター2-4-
12

一般競争入札 2,464,182 1,102,500 44.7
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444 複合機の購入・下取（交換）

支出負担行為担当官
　高松法務局長
　古畑　泰雄
（香川県高松市丸の内1-1）

平成22年2月26日
リコー関西株式会社香川事業
部
香川県高松市東ハゼ町9-7

一般競争入札 2,969,677 2,712,927 91.4
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

445 番号案内表示システム購入

支出負担行為担当官
　徳島地方法務局長
　川井　忠雄
（徳島県徳島市徳島町城内6-6）

平成22年2月26日
有限会社協和洋行
徳島県徳島市春日1-3-26

一般競争入札 1,665,956 1,134,000 68.1

446
高知地方法務局通信ネットワーク用
サーバ機器更新・設置設定業務一式

支出負担行為担当官
　高知地方法務局長
　藤原　基忠
（高知県高知市小津町4-30）

平成22年2月26日
株式会社トヨシマビジネスシス
テム
愛知県名古屋市中区錦2-2-24

一般競争入札 3,006,404 1,468,026 48.8

447 事務監査用等パソコン　一式

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1-1-1）

平成22年2月26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 15,263,183 9,828,000 64.4

448 机，書庫等　一式

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1-1-1）

平成22年2月26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 13,719,867 13,398,000 97.7

449
事務監査用等パソコン及びソフトウェ
アの納入

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

平成22年2月26日

株式会社大塚商会ＬＡ事業部
北関東ＬＡ販売課
埼玉県さいたま市中央区上落
合8-1-19

一般競争入札 7,522,462 3,811,500 50.7

450 空調設備機器調達

支出負担行為担当官
　大阪地方検察庁検事正
　小林　敬
（大阪府大阪市福島区福島1-1-60）

平成22年2月26日
株式会社サント電気
大阪府大阪市中央区博労町3-
6-7御堂筋三都ビル401

一般競争入札 10,538,220 9,991,800 94.8

451
金沢法務合同庁舎監視カメラ供給等
一式

支出負担行為担当官
　金沢地方検察庁検事正
　大島　忠郁
（石川県金沢市大手町6-15）

平成22年2月26日
米沢電気工事株式会社
石川県金沢市進和町32

一般競争入札 3,219,259 1,942,500 60.3
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452 事務監査用パソコン購入

支出負担行為担当官
　岡山地方検察庁検事正
　宇井　稔
（岡山県岡山市北区南方1-3-58）

平成22年2月26日

株式会社両備システムイノベー
ションズ
岡山県岡山市北区磨屋町10-
12

一般競争入札 1,797,129 1,643,250 91.4

453 パーソナルコンピュター納入

支出負担行為担当官
　鳥取地方検察庁検事正
　長谷川　充弘
（鳥取県鳥取市西町3-201）

平成22年2月26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 1,977,706 1,648,500 83.4

454 犯罪被害者等専用待合室備品購入等

支出負担行為担当官
　松江地方検察庁検事正
　井越　登茂子
（島根県松江市母衣町50）

平成22年2月26日
株式会社玉屋
島根県松江市平成町182-7

一般競争入札 3,174,397 3,076,500 96.9

455 事務監査用等パソコン等一式供給

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

平成22年2月26日
扶桑電通株式会社九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-18-7

一般競争入札 3,130,155 2,310,000 73.8

456 事務監査用等パソコン調達

支出負担行為担当官
　宮崎地方検察庁検事正
　野々上　尚
（宮崎県宮崎市別府町1-1）

平成22年2月26日
株式会社富士通エフサス宮崎
支店
宮崎県宮崎市高千穂通1-6-38

一般競争入札 6,466,219 3,997,885 61.8

457 レーザープリンター

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
　三浦　守
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成22年2月26日
株式会社オキジム
沖縄県浦添市港川458

一般競争入札 3,800,475 812,700 21.4

458
デジタルカラー複合機の交換及び保
守

支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正
　高井　新二
（宮城県仙台市青葉区片平1-3-1）

平成22年2月26日
株式会社渡辺太陽堂
宮城県亘理郡渡里町字五日町
33

一般競争入札 13,747,354 8,483,895 61.7
５か年分の保守料を含
む。
単価契約

459 シュレッダー納入

支出負担行為担当官
　旭川地方検察庁検事正
　中井　国緒
（北海道旭川市花咲町4）

平成22年2月26日
株式会社大江商店
北海道旭川市7条通15-左1

一般競争入札 4,154,220 4,137,000 99.6
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460 ノート型パソコンの購入

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4-4-1）

平成22年2月26日
株式会社富士通エフサス松山
支店
愛媛県松山市永代町13

一般競争入札 2,935,254 2,049,631 69.8

461 物品保管庫購入

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

平成22年2月26日
株式会社ナガワ
埼玉県さいたま市大宮区桜木
町1-10-17

一般競争入札 2,835,000 1,221,360 43.1

462 自動手指消毒器購入

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

平成22年2月26日
理興産業株式会社
北海道札幌市中央区北1東3-5

一般競争入札 3,495,000 2,089,500 59.8

463 椅子及びテーブル購入

支出負担行為担当官
　黒羽刑務所長
　渡部　志郎
(栃木県大田原市寒井1466-2)

平成22年2月26日
システム興産株式会社
栃木県宇都宮市鶴田町1559-2

一般競争入札 2,887,500 1,725,150 59.7

464 自動放送装置整備

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

平成22年2月26日
東通産業株式会社武蔵野支店
東京都国分寺市南町2-1-13

一般競争入札 9,975,000 8,657,250 86.8

465 テーブル等一式購入

支出負担行為担当官
　福井刑務所長
　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成22年2月26日
エフケーユーテクニカル株式会
社
福井県福井市和田東1-2217

一般競争入札 5,762,820 5,617,500 97.5

466 厨房機器等一式購入

支出負担行為担当官
　福井刑務所長
　佐藤　榮男
(福井県福井市一本木町52)

平成22年2月26日
株式会社中西
福井県福井市下荒井町20-6

一般競争入札 7,977,018 7,549,500 94.6

467 無影灯一式購入

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22年2月26日
泉州医療器株式会社
大阪府岸和田市極楽寺町2-3-
6

一般競争入札 5,880,000 4,420,500 75.2
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468 自動洗浄消毒器購入

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22年2月26日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

一般競争入札 4,869,564 3,202,500 65.8

469 患者監視装置一式購入

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22年2月26日
宮野医療器株式会社
兵庫県神戸市中央区楠町5-4-
8

一般競争入札 2,246,737 1,638,000 72.9

470 自動現像装置購入

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1530)

平成22年2月26日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-15

一般競争入札 2,946,000 2,404,500 81.6

471
赤外線サーモグラフィー検査装置シス
テム整備

支出負担行為担当官
　広島刑務所長
　福岡　利信
(広島県広島市中区吉島町13-114)

平成22年2月26日
ミドリ安全株式会社
東京都渋谷区広尾5-4-3

一般競争入札 3,764,250 3,644,550 96.8

472 柔道畳更新整備

支出負担行為担当官
　広島拘置所長
　東小薗　誠
(広島県広島市中区上八丁堀2-6)

平成22年2月26日
株式会社体育社
広島県広島市中区三川町7-5

一般競争入札 1,822,800 1,008,000 55.3

473 被服類更新整備

支出負担行為担当官代理
　麓刑務所総務部長
　三池　博
(佐賀県鳥栖市山浦町2635)

平成22年2月26日
久冨勝株式会社
佐賀県鳥栖市藤木町鳥栖商工
団地1-17

一般競争入札 3,601,500 3,025,050 84.0

474 電力供給

支出負担行為担当官代理
　麓刑務所総務部長
　三池　博
(佐賀県鳥栖市山浦町2635)

平成22年2月26日
イーレックス株式会社
東京都中央区日本橋本石町3-
3-14

一般競争入札 10,116,002 9,610,132 95.0 単価契約

475 医療機器購入

支出負担行為担当官
　佐世保刑務所長
　畑江　裕二
(長崎県佐世保市浦川内町1)

平成22年2月26日
株式会社富士医科精器
長崎県佐世保市保立町1-32

一般競争入札 1,680,000 1,552,500 92.4
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476 折りたたみパイプ椅子等整備

支出負担行為担当官
　青森少年院長
　只川　晃一
(青森県東津軽郡平内町大字沼館字沼
館尻)

平成22年2月26日
株式会社金入青森支店
青森県青森市第二問屋町3-3-
34

一般競争入札 2,022,829 1,988,700 98.3

477 空調機器一式整備

支出負担行為担当官
　茨城農芸学院長
　北村　修司
(茨城県牛久市久野町1722)

平成22年2月26日
株式会社アポロ電器
茨城県土浦市千束町10-20

一般競争入札 1,936,341 1,911,000 98.7

478 エアコン購入

支出負担行為担当官
　赤城少年院長
　柿崎　伸二
(群馬県前橋市上大屋町60)

平成22年2月26日
有限会社群馬通信機サービス
群馬県前橋市元総社町2-7-11

一般競争入札 2,761,075 2,184,000 79.1

479 大型モニター等購入

支出負担行為担当官
　小田原少年院長
　田上　俊
(神奈川県小田原市扇町1-4-6)

平成22年2月26日
株式会社井上文具
神奈川県小田原市鬼柳138-21

一般競争入札 1,667,739 1,533,000 91.9

480 コンピュータ彫刻機購入

支出負担行為担当官
　浪速少年院長
　秋田　明生
(大阪府茨木市郡山1-10-17)

平成22年2月26日
株式会社みなと
大阪府茨木市平田1-4-21

一般競争入札 2,037,000 1,995,000 97.9

481 ステージ一式更新整備

支出負担行為担当官
　福岡少年院長
　福元　俊一
(福岡県福岡市南区老司4-20-1)

平成22年2月26日
株式会社九和九創
福岡県福岡市中央区白金2-1-
24

一般競争入札 3,024,000 2,918,475 96.5

482 電力供給

支出負担行為担当官
　福岡少年院長
　福元　俊一
(福岡県福岡市南区老司4-20-1)

平成22年2月26日
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通2-
1-82

一般競争入札 4,836,594 4,836,594 100.0 単価契約

483 電話設備一式整備

支出負担行為担当官
　中津少年学院長
　真田　安浩
（大分県中津市大字加来1205）

平成22年2月26日
株式会社アイネット
大分県中津市大字伊藤田
2168-1

一般競争入札 2,929,500 2,887,500 98.6
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484
更生保護情報通信ネットワークシステ
ム用サーバ及び端末機並びにノート
型パソコン，プリンタ機器の調達

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
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成22年2月26日
株式会社トヨシマビジネスシス
テム
愛知県名古屋市中区錦2-2-24

一般競争入札 12,426,195 9,378,064 75.5

485
更生保護情報通信ネットワークにおけるサーバ移
行作業及びファイル管理ソフト並びに設定作業の調
達

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
（愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1）

平成22年2月26日
扶桑電通株式会社中部支店
愛知県名古屋市中区錦2-2-13

一般競争入札 6,445,682 4,978,050 77.2

486

中国地方更生保護委員会における更
生保護情報通信ネットワーク用サーバ
更新作業及びファイル管理ソフト導入
に係る調達

支出負担行為担当官
　中国地方更生保護委員会委員長
　山田　憲児
（広島県広島市中区上八丁堀2-15）

平成22年2月26日
扶桑電通株式会社中国支店
広島県広島市中区鉄砲町6-9

一般競争入札 4,897,368 4,220,000 86.2

487
九州地方更生保護委員会及び福岡保
護観察所における什器類の調達契約
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
（福岡県福岡市中央区舞鶴2-5-30）

平成22年2月26日
株式会社フジモト福岡店
福岡県福岡市博多区博多駅南
6-2-30

一般競争入札 6,072,886 5,985,000 98.6
一括調達（福岡保護観察
所）

488
福岡入国管理局北九州出張所，長崎
出張所及び宮崎出張所に配備する自
動車3台の交換

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778-1福
岡空港国内線第3ターミナルビル）

平成22年2月26日
福岡日産自動車株式会社
福岡県福岡市博多区麦野3-
18-23

一般競争入札
（総合評価実施）

5,151,822 4,260,000 82.7

489 パソコン供給契約

支出負担行為担当官代理
　富山地方検察庁次席検事
　竹中　理比古
（富山県富山市西田地方町2-9-16）

平成22年2月19日
株式会社瀬戸
富山県富山市八人町9-11

一般競争入札 3,745,053 2,940,000 78.5 平成22年5月追加

490
那覇地方検察庁休日勤務室等模様替
工事

支出負担行為担当官
　那覇地方検察庁検事正
　三浦  守
（沖縄県那覇市樋川1-15-15）

平成22年2月15日
リフォームサイエンス株式会社
沖縄県宜野湾市伊佐3-9-12

一般競争入札 8,020,950 6,720,000 83.8 平成22年5月追加
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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
（一括調達実施庁等）

491
パーソナルコンピュータ等調達　    一
式

支出負担行為担当官代理
　仙台高等検察庁次席検事
　保倉　裕
支出負担行為担当官
　仙台地方検察庁検事正
　高井　新二
（宮城県仙台市青葉区片平1-3-1）

平成22年2月19日

株式会社富士通エフサス東北
支社
宮城県仙台市青葉区一番町3-
3-5

一般競争入札 6,678,000 6,080,550 91.1
平成22年5月追加
一括調達（仙台高等検察
庁，仙台地方検察庁）

492
法務総合研究所仙台支所３階「教室
－２」等タイルカーペット施工作業　一
式

支出負担行為担当官代理
　仙台高等検察庁次席検事
　保倉　裕
（宮城県仙台市青葉区片平1-3-1）

平成22年2月19日
妙法産業株式会社
宮城県仙台市宮城野区宮城野
1-9-14

一般競争入札 1,554,000 1,015,350 65.3 平成22年5月追加

493 事務用机等一式

支出負担行為担当官
　函館地方法務局長
　島津　弘一
（北海道函館市新川町25-18）

平成22年2月17日
スエヒロ事務機株式会社
北海道函館市乃木町8-15

一般競争入札 1,970,370 1,205,400 61.2 平成22年5月追加

494 複写機交換契約

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

平成22年2月23日
コニカミノルタビジネスソリュー
ションズ株式会社
（東京都文京区本郷2-4-4）

一般競争入札 5,309,325 10 0.0 平成22年5月追加
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