
別紙様式３

公益法人
の区分

国所管、
都道府県
所管の区
分

応札・応
募者数

液体クロマトグラフタンデム四重極型
質量分析装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月4日

株式会社池田理化
代表取締役　高橋秀雄
東京都千代田区鍛冶
町１－８－６

一般競争入札       25,790,400       18,000,000 69.8% 4者

次世代シークエンサーシステム　1式
購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月4日

理科研株式会社東京
支社
支社長　服部　徹
東京都文京区本郷7丁
目2番1号

一般競争入札       51,617,520       51,079,140 99.0% 2者

ガスクロマトグラフ精密質量解析システ
ム　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月4日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札       45,269,280       37,800,000 83.5% 2者

液体クロマトグラフ質量解析システム
1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札       21,600,000       21,060,000 97.5% 3者

液体クロマトグラフ精密質量解析シス
テム　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札       70,740,000       70,200,000 99.2% 3者

600MHz NMR用　極低温プローブ及び
分光計　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

日本電子株式会社東
京支店
支店長　井川研也
東京都千代田区大手
町２－１－１大手町野
村ビル１８階

一般競争入札       70,423,959       70,182,126 99.7% 3者

溶出試験器用オプション　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月3日

島津サイエンス東日本
株式会社
東京支店支店長　 和
久 井 　明 博
東京都台東区浅草橋５
－２０－８

一般競争入札         5,076,000         4,999,320 98.5% 2者

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）

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
備　考
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争入札の別（総合評価
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予定価格
（円）

契約金額
（円）

落札率
（％）
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ゲル撮影装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月12日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札         4,266,000         4,212,000 98.7% 2者

凝集体分析装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月10日

島津サイエンス東日本
株式会社
東京支店支店長　 和
久 井 　明 博
東京都台東区浅草橋５
－２０－８

一般競争入札         5,130,000         4,212,000 82.1% 2者

イオンクロマトグラフ　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月10日

ダイオテック東京株式
会社
代表取締役　川上　啓
至
東京都台東区東上野６
－２－１

一般競争入札         5,670,000         4,995,000 88.1% 2者

リアル・タイムPCR装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月16日

株式会社帝国理化
代表取締役　鈴木　洋
史
東京都中央区日本橋
室町２－５－８－７０２

一般競争入札         2,700,000         2,635,200 97.6% 2者

LC-MS プロテオーム定量解析システ
ム　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月12日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札         2,717,280         2,695,680 99.2% 2者

発光プレートリーダー　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月23日

株式会社池田理化
代表取締役　高橋秀雄
東京都千代田区鍛冶
町１－８－６

一般競争入札         3,936,600         3,717,900 94.4% 2者
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グラジエントリサイクル分取高速液体ク
ロマトグラフ　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

日本分析工業株式会
社
代表取締役　大栗　直
毅
東京都西多摩郡瑞穂
町武蔵２０８

一般競争入札         6,201,360         4,995,540 80.6% 2者

化学発光イメージアナライザー　1式
購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札         2,160,000         2,050,920 95.0% 2者

超純水製造装置　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

株式会社バイオテック・
ラボ
代表取締役　添田　圭
介
東京都墨田区緑１－８
－９

一般競争入札         2,484,918         2,463,318 99.1% 2者

液体クロマトグラフ　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

島津サイエンス東日本
株式会社
東京支店支店長　 和
久 井 　明 博
東京都台東区浅草橋５
－２０－８

一般競争入札         5,525,337         4,999,320 90.5% 2者

マイクロチップ電気泳動装置　1式　購
入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

島津サイエンス東日本
株式会社
東京支店支店長　 和
久 井 　明 博
東京都台東区浅草橋５
－２０－８

一般競争入札         3,240,000         2,797,200 86.3% 2者

蛍光顕微鏡　1式　購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月19日

株式会社チヨダサイエ
ンス
代表取締役　木崎　慎
一郎
東京都千代田区鍛冶
町１－８－６

一般競争入札         2,009,880         1,987,200 98.9% 2者

研究費補助金等管理システム　1式
購入

支出負担行為担当官
国立医薬品食品衛生研究所
総務部長　日下田　敏彦
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成27年2月25日

株式会社エデュース
代表取締役　松本　雄
一郎
東京都千代田区東神
田２－３－１０

一般競争入札         5,254,079         4,816,044 91.7% 1者

④新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」
⑤委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」

※以下の①～⑤に該当する場合には、備考欄に当該符号を付すこと。
①低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」
②随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行することとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」
③競争入札、企画競争又は公募をした場合の応札（募）者数（1 者の場合は「1 者」、2 者の場合は「2 者」と付すこと。）。
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