
別紙様式３

競争入札

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

外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外６５点

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
丸善雄松堂株式会社
経理・財務部長　吉留　政博
東京都港区海岸１－９－１８

一般競争入札         1,762,595         1,468,273 83.3% 4者

外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外６５点

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社紀伊國屋書店東京営
業本部
本部長　小澤　利彦
東京都目黒区下目黒３－７－１
０

一般競争入札         4,107,937         3,539,026 86.2% 4者

外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外６５点

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

ユサコ株式会社
代表取締役　山川　真一
東京都港区東麻布２－１７－１
２

一般競争入札       11,691,647       10,106,345 86.4% 4者

外国雑誌　Ａｎａｌｙｓｔ　外６５点

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社有隣堂
代表取締役　松信　裕
横浜市中央区伊勢佐木町１－
４－１

一般競争入札         9,743,247         8,683,108 89.1% 4者

DNAマイクロアレイの単価契約（概算数
量２０箱）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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  1,490,400/箱  1,458,000/箱 97.8%

2者
単価契約
概算見込額
29,160,000円

平成28年度　国立医薬品食品衛生研
究所実験動物飼育管理業務　1式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

三協ラボサービス株式会社
代表取締役　椎橋　明広
東京都江戸川区西一之江2-
13-16

一般競争入札     119,830,752     106,811,136 89.1% 2者

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
アドバンテック株式会社
取締役　久保田　　彰
東京都新宿区西新宿２－７－１

一般競争入札

 2,726/h
(税抜)

外

 2,470/h
(税抜)

外
90.6%

6者
概算見込額
13,352,832円

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社リクルートスタッフィン
グ
代表取締役社長　柏村　 美生
東京都中央区銀座8-4-17

一般競争入札

 3,504/h
(税抜)

外

 2,199/h
(税抜)

外
62.8%

6者
概算見込額
6,094,200円

公益法人の場合

備　考

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
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
（％）



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

公益法人の場合

備　考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
（％）

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
WDB株式会社
代表取締役社長　中野　敏光
東京都千代田区丸の内2-3-2

一般競争入札

 3,504/h
(税抜)

外

 2,535/h
(税抜)

外
72.3%

6者
概算見込額
83,879,508円

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
WDBエウレカ株式会社
代表取締役社長　大塚　美樹
東京都千代田区丸の内2-3-2

一般競争入札

 2,512/h
(税抜)

 2,450/h
(税抜) 97.5%

6者
概算見込額
5,334,336円

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社エボルバビジネスサ
ポート
代 表 取 締 役　　櫻原　富男
東京都中央区京橋２－５－１８
京橋創生館５Ｆ

一般競争入札

 2,454/h
(税抜)

 2,000/h
(税抜) 81.5%

6者
概算見込額
4,354,560円

平成28年度　試験研究業務等のため
の人材派遣業務（延29件）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社パソナＯＧＸＡ
代表取締役　　松木　慎也
大阪府大阪市北区梅田１－１２
－１７

一般競争入札

 2,726/h
(税抜)

 2,300/h
(税抜) 84.4%

6者
概算見込額
5,007,744円

平成28年度LC/MS/MSシステム一式
保守

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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         3,561,840         3,561,840 100.0% 1者

精密分析MSシステム　１式　保守

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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         3,116,880         3,116,880 100.0% 1者

平成28年度DARTイオン源専用飛行時
間型質量分析装置1式保守

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
株式会社三友商行
代表取締役　上野　高喜
東京都杉並区梅里１－８－７

一般競争入札         1,944,000         1,944,000 100.0% 1者

平成28年度細胞保存用液化窒素　単
価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

日本メガケア株式会社東京支
店
支店長　佐藤　寿郎
東京都板橋区新河岸１－１３－
５

一般競争入札 133/L(税抜) 128/L(税抜) 96.2%

3者
単価契約
概算見込額
2,590,894円

平成28年度ガス詰め替え　単価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

神奈川県相模原市中央区小山
１丁目１番１０号
関東エア・ウォーター株式会社
東京支店相模原営業所
所長　中屋　有二

一般競争入札 5,869,729 2,694,767 45.9%

4者
単価契約
窒素ガス　235/m3 外
入札は概算見込額で実
施



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

公益法人の場合

備　考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
（％）

平成28年度廃棄物等の処理業務　単
価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社エコ・エイト
代表取締役　須永　八十八
東京都世田谷区千歳台３－１６
－１５

一般競争入札 2,414,863 1,538,821 63.7%

2者
単価契約
廃プラスチック類
4,000/m3外
入札は概算見込額で実
施

平成28年度ＤＮＡマイクロアレイ解析シ
ステム保守　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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 5,329,800 5,329,800 100.0% 1者

平成28年度飛行時間型質量分析装置
一式保守

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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 2,798,280 2,798,280 100.0% 1者

平成28年度　実験動物用飼料の購入
（単価契約）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

オリエンタル酵母工業株式会
社
東日本バイオ営業部　部長　山
崎　章弘
東京都板橋区小豆沢3-6-10

一般競争入札         3,410,856         3,323,592 97.4%

1者
単価契約
一般的基礎飼料313/kg
外
入札は概算見込額で実
施

平成28年度　実験動物用品類の購入
（単価契約）

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

三協ラボサービス株式会社
代表取締役　椎橋　明広
東京都江戸川区西一之江２－
１３－１６

一般競争入札         2,170,044         1,754,460 80.8%

2者
単価契約
ソフトチップ　2400/箱　外
入札は概算見込額で実
施

平成28年度国設大気汚染測定保守管
理委託業務１式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

グリーンブルー株式会社
代表取締役　谷　學
神奈川県横浜市神奈川区西神
奈川１－１４－１２

一般競争入札         9,073,290         6,791,040 74.8% 1者

平成28年度安全性試験システム　保守
１式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

ＣＴＣライフサイエンス株式会社
代表取締役　城田　勝行
東京都品川区東五反田２－１０
－２

一般競争入札         3,896,964         3,896,964 100.0% 1者

平成28年度既存化学物質安全性点検
体制支援システム運用、改善作業　一
式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
ＳＣＳＫ株式会社
代表取締役　谷原　徹
東京都江東区豊洲3-2-20

一般競争入札         4,048,002         3,240,000 80.0% 1者

平成28年度労働衛生、環境保全、化学
物質安全性データベース（TOMES
Plus）一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社テクノミック
代表取締役　大塚　洋平
東京都中央区京橋１－１６－１
０

一般競争入札         1,292,436         1,292,436 100.0% 1者



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

公益法人の場合

備　考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
（％）

平成28年度cDNA合成キット（５０回分）
購入　価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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  615,924/箱  610,740/箱 99.2%

2者
単価契約
概算見込額
7,328,880円

平成28年度試験管内RNA合成キット（１
０回分）　購入　単価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1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  122,580/箱  120,960/箱 98.7%

2者
単価契約
概算見込額
1,451,520円

平成28年度試験管内RNA合成キット（４
０回分）　購入　単価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

ナカライテスク株式会社
代表取締役　半井　大
京都府京都市中京区二条通烏
丸西入東玉屋町４９８

一般競争入札  437,400/箱  384,750/箱 88.0%

2者
単価契約
概算見込額
4,617,000円

平成28年度　学術文献複写物の入手
に係る単価契約

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日
株式会社サンメディア
代表取締役　山下　志信
東京都中野区本町３－１０－３

一般競争入札         1,922,400         1,749,384 91.0%

2者
単価契約
1,820/件
入札は概算見込額で実
施

国立医薬品食品衛生研究所　移転に
伴う機器調査等業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

株式会社　島津理化　東京支
店
支店長　菊田　幸秀
東京都江東区亀戸６－１－８

一般競争入札         8,328,420         6,677,640 80.2% 2者

国立医薬品食品衛生研究所　総合庁
舎管理業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

東京都渋谷区渋谷２－
１２－１９
新東産業株式会社
代表取締役　小出　修
一

一般競争入札       86,806,080       86,767,200 100.0% 2者

国立医薬品食品衛生研究所　４号館環
境保全型分析施設空調・衛生等設備保
守点検業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

東京都千代田区富士
見２－１５－１０
ダイダン株式会社東京
本社
取締役専務執行役員
東京本社代表　藤澤
一郎

一般競争入札         4,946,400         4,536,000 91.7% 2者

国立医薬品食品衛生研究所　２６号館
環境保全型動物飼育施設建物総合管
理業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

東京都千代田区丸の
内２－７－３
アズビル株式会社
代表取締役社長　曾禰
寛純

一般競争入札         7,063,200         7,020,000 99.4% 1者

国立医薬品食品衛生研究所　消防用
設備保守点検・防災管理点検及び建築
物点検業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

東京都世田谷区代田３
－１３－１２
旭防災設備株式会社
代表取締役　小池　一
男

一般競争入札         6,134,400         6,123,600 99.8% 2者



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

公益法人の場合

備　考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
（％）

国立医薬品食品衛生研究所　排水処
理・再利用・専用水道設備・焼却炉施設
維持管理等業務　一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

東京都豊島区南池袋１
－１１－２２
株式会社クリタス
代表取締役社長　竹田
慈明

一般競争入札       49,140,000       48,729,600 99.2% 1者

平成２８年度一般定期健康診断及び特
別定期健康診断請負業務単価契約
一式

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　町田　吉夫
東京都世田谷区上用賀1-18-1

平成28年4月1日

医療法人社団　友好会
理事長　水沼　寛
東京都千代田区外神
田１－１６－９　朝風二
号館ビル６階

一般競争入札         3,355,163         3,307,791 98.6%

単価契約
内部診察114/人
外
入札は概算見込額
で実施
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」

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。）。
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」
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」
※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。
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