落札情報 工事（競争入札）一覧

工事の名称、場所、
期間及び種別

会計事務決裁権限者の氏名並びに
その所属する部局の名称及び所在地

（様式１）

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 予定価格
（総合評価の実施）

契約金額

落札率

旭川事務所３コース審査機器更新 独立行政法人自動車技術総合機構
アイエイ研究所
に伴う床面等改修工事設計監理業 北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年5月18日 株式会社
北海道旭川市永山６条６丁目４番１４号
務
札幌市東区北２８条東１丁目

一般競争

－

¥2,700,000 －

北海道検査部１コース審査機器更 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）エイト設計
新に伴う床面等改修工事及び１～ 北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年5月21日 北海道札幌市中央区大通西１丁目１４番
二輪コース庇延長及び床面等改修 札幌市東区北２８条東１丁目
地２
工事設計監理業務（北海道検査部）

一般競争

－

¥2,794,176 －

鷲見建設
岐阜事務所審査機器更新に伴う床 独立行政法人自動車技術総合機構
中部検査部長 朝野 新一
平成30年5月22日 株式会社
面等改修工事
岐阜県本巣市下福島４９番地
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥29,484,000 －

静岡事務所審査機器更新に伴う床 独立行政法人自動車技術総合機構
中部検査部長 朝野 新一
平成30年5月24日 （株）金丸建築設計事務所
面等改修工事事前設計業務
静岡市駿河区丸子１－３－４
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥6,264,000 －

独立行政法人自動車技術総合機構
山口事務所傾斜角上屋等新設に伴 中国検査部長 山村 政則
防長建設工業（株）
う新築・改修工事
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月7日 山口県山口市小郡船倉町２－２９－１
－２

一般競争

－

¥80,460,000 －

備考

独立行政法人自動車技術総合機構
山口事務所傾斜角上屋等新設に伴 中国検査部長 山村 政則
（株）栗林設計
う新築・改修工事の監理業務
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月7日 山口県山口市下小鯖２１９２番地の１０
－２
独立行政法人自動車技術総合機構
鳥取事務所検査場審査機器更新に 中国検査部長 山村 政則
（有）トータル住建
伴う床面等改修工事
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月31日 鳥取県鳥取市布勢７０－１０
－２
※公共工事には工事に係る調査及び設計業務等も含む。

一般競争

－

¥1,620,000 －

一般競争

－

¥19,440,000 －
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三次元測定画像取得装置の製造及 独立行政法人自動車技術総合機構
柳川 久治
平成30年5月31日 日本電気（株）
び据付（旭川事務所他３４事務所） 理事長
東京都港区芝５丁目７－１
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥264,600,000 －

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）バンザイ
理事長 柳川 久治
平成30年5月31日 東京都港区芝２－３１－１９
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥26,449,200 －

平成３０年度自動車審査高度化施 独立行政法人自動車技術総合機構
設付帯設備更改および業務アプリ 理事長 柳川 久治
平成30年5月31日 日本電気（株）
東京都港区芝５丁目７－１
ケーション改造業務
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥353,160,000 －

平成３０年度インターネットを利用し 独立行政法人自動車技術総合機構
塚商会
たオフィス用品購買システムによる 理事長 柳川 久治
平成30年5月31日 （株）大
東京都
千代田区飯田橋２－１８－４
事務用消耗品類の購入
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥7,622,249 －

自動車検査用機械器具校正請負契 独立行政法人自動車技術総合機構
（一社）日本自動車機械工具協会
櫛引 和憲
平成30年5月14日 東京都新宿区新宿７－２３－
約（北海道検査部管内７事務所） 北海道検査部長
５
札幌市東区北２８条東１丁目

一般競争

－

¥5,239,593 －

北海道検査部管内自動車検査用機
械器具定期点検作業請負契約（株
式会社アルティア製）

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）アルティア 札幌支店
北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年5月14日 北海道札幌市東区東苗穂三条３丁目１
札幌市東区北２８条東１丁目
番８１号

一般競争

－

¥2,340,068 －

北海道検査部管内自動車検査用機
械器具定期点検作業請負契約（株
式会社バンザイ製）

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）バンザイ札幌支店
北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年5月14日 北海道札幌市西区二十四軒一条７丁目
札幌市東区北２８条東１丁目
３番１０号

一般競争

－

¥2,959,524 －

排気ガステスタの購入

備考
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安全自動車（株）札幌支店
旭川事務所自動車検査場３コース 独立行政法人自動車技術総合機構
北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年5月18日 北海道札幌市中央区南十九条西８丁目
重量計の製造及び据付業務
札幌市東区北２８条東１丁目
２－２１

一般競争

－

¥2,376,000 －

神奈川事務所 二輪車用自動方式 独立行政法人自動車技術総合機構
関東検査部長 新井 直樹
検査用機械器具修繕
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥3,693,600 －

平成３０年度自動車検査用機械器 独立行政法人自動車技術総合機構
（一社）日本自動車機械工具協会
具の校正業務（新潟、長岡、富山、 北陸信越検査部長 山本 与一
平成30年5月30日 東京都新宿区新宿７－２３－
５
石川、長野、松本）
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥4,092,876 －

（一社）日本自動車機械工具協会
自動車検査用機械器具の校正業務 独立行政法人自動車技術総合機構
中部検査部長 朝野 新一
平成30年5月10日 東京都新宿区新宿７－２３－
５
（中部検査部管内）
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥8,910,000 －

独立行政法人自動車技術総合機構
平成３０年度自動車検査用機械器 中国検査部長 山村 政則
（一社）日本自動車機械工具協会
具の校正業務（中国検査部管内） 広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月30日 東京都新宿区新宿７－２３－５
－２

一般競争

－

¥3,923,999 －

一般競争

－

¥1,944,000 －

鳥取事務所検査場イヤサカ製手動
２輪検査機器仮撤去・保管・再設置
業務

ヤサカ
平成30年5月23日 （株）イ
東京都文京区湯島３－２６－９

独立行政法人自動車技術総合機構
中国検査部長 山村 政則
（株）イヤサカ広島支店
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月31日 広島県広島市安芸区中野東２－４－３１
－２

備考
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独立行政法人自動車技術総合機構
鳥取事務所検査場手動方式検査用 中国検査部長 山村 政則
（株）イヤサカ広島支店
機械器具の購入・設置
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年5月31日 広島県広島市安芸区中野東２－４－３１
－２

一般競争

－

¥3,747,600 －

平成３０年度自動車検査用機械器 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）アルティア 中四国・九州営業部
具の定期点検業務（株式会社アル 九州検査部長 藤本千早清春
３－１０－４ 平成30年5月28日 福岡市博多区東比恵３－６－１
ティア製）（九州検査部他８事務所） 福岡県福岡市東区
０

一般競争

－

¥4,808,916 －

平成３０年度自動車検査用機械器 独立行政法人自動車技術総合機構
検査部長 藤本 清春
バンザイ福岡支店
平成30年5月28日 （株）
具の定期点検業務（株式会社バン 九州
福岡市
博多区那珂５－３－１５
福岡県福岡市東区
千早
３－１０－４
ザイ製）（九州検査部管轄下全域） ０

一般競争

－

¥6,826,362 －

平成３０年度自動車検査用機械器 独立行政法人自動車技術総合機構
自動車（株）福岡支店
検査部長 藤本 清春
具の定期点検業務（安全自動車株 九州
平成30年5月28日 安全
福岡県福岡市東区
千早
３－１０－４
福岡市東区
多の津３－７－７
式会社製）（九州検査部他３事務所） ０

一般競争

－

¥1,656,620 －

青木あすなろ建設（株）東京建築本店
自動車試験場第二排出ガス審査棟 独立行政法人自動車技術総合機構
研究所長 佐竹 克也
平成30年5月8日 東京都港区芝四丁目８－２
他アスベスト及びPCB含有調査 東京都調布市
深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥2,121,390 －

車載用バッテリに対する熱連鎖試験 独立行政法人自動車技術総合機構
科学大学
のヒーティングイニシエーション方法 研究所長 佐竹 克也
平成30年5月11日 新（大）長岡技術
潟
県長岡市上
富岡町１６０３－１
に関する調査
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥2,494,800 －

独立行政法人自動車技術総合機構
ヌマ
研究所長 佐竹 克也
平成30年5月28日 （株）コイ
東京都立川市
高松町１－１７－２６
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥9,450,000 －

事務用什器（机等）の購入

備考

