落札情報 工事（競争入札）一覧
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会計事務決裁権限者の氏名並びに
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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
（株）廣野組
に伴う床面等改修工事
北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年7月26日 北海道旭川市４条通１０丁目２２３３番地
H30.7.26～Ｈ30.9.11
札幌市東区北２８条東１丁目
１１

一般競争

－

¥18,090,000 －

東北検査部小型マルチ機器ピット及 独立行政法人自動車技術総合機構
び床面等改修工事
東北検査部長 佐藤 義仁
平成30年7月30日 （株）渋谷組
山形県山形市松山一丁目７番１０号
仙台市宮城野区扇町３－３－１５
Ｈ30.7.31～Ｈ30.12.14

一般競争

－

¥36,180,000 －

福島事務所小型マルチ機器ピット及 独立行政法人自動車技術総合機構
び床面等改修工事
東北検査部長 佐藤 義仁
平成30年7月30日 菅野建設（株）
福島県福島市新町６－３３
Ｈ30.7.31～Ｈ30.12.28
仙台市宮城野区扇町３－３－１５

一般競争

－

¥28,620,000 －

埼玉事務所審査上屋３コース床面 独立行政法人自動車技術総合機構
改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月5日 今井建設（株）
埼玉県桶川市朝日３－１６－２１
Ｈ30.7.6～Ｈ30.11.2
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥27,000,000 －

練馬事務所審査上屋５コース床面 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）栁沼建設
改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月11日 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷３－１５－
Ｈ30.7.12～Ｈ30.11.2
東京都品川区東大井１－１２－１７
３

一般競争

－

¥17,031,600 －

所沢事務所審査上屋５コース床面 独立行政法人自動車技術総合機構
改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月11日 （株）小林建設
埼玉県さいたま市大宮区三橋３－２４２
Ｈ30.7.12～Ｈ31.1.11
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥42,336,000 －

茨城事務所審査上屋４コース床面 独立行政法人自動車技術総合機構
改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月20日 （株）小林建設
埼玉県さいたま市大宮区三橋３－２４２
Ｈ30.7.21～Ｈ30.11.2
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥20,503,800 －

備考

熊谷事務所検査官控室改修その他 独立行政法人自動車技術総合機構
工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月27日 田島建設（株）
埼玉県桶川市若宮２－１－８
Ｈ30.7.28～Ｈ30.10.31
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥14,418,000 －

栃木事務所審査上屋４コース床面 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
平成30年7月27日 今井建設（株）
改修その他工事
埼玉県桶川市朝日３－１６－２１
Ｈ30.7.28～Ｈ30.11.30
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥49,896,000 －

多摩事務所審査上屋傾斜角度測定 独立行政法人自動車技術総合機構
コース床面改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月31日 （株）ノリモトコーポレーション
東京都足立区千住１－１４－１
Ｈ30.8.1～Ｈ31.2.16
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥53,892,000 －

関東検査部審査上屋２コース床面 独立行政法人自動車技術総合機構
改修その他工事
関東検査部長 新井 直樹
平成30年7月31日 （株）小林建設
埼玉県さいたま市大宮区三橋３－２４２
Ｈ30.8.1～Ｈ31.3.15
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥44,280,000 －

福井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
面等改修工事
中部検査部長 朝野 新一
平成30年7月11日 村中建設（株）
福井県福井市日之出３－２－１
Ｈ30.7.11～Ｈ30.11.16
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥8,964,000 －

福山事務所検査場審査機器更新に 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
伴う床面等改修工事
平成30年7月9日 山陽土建工業（株）
広島市西区観音新町４－１３－１３
広島県福山市多治米町６丁目４番５号
Ｈ30.7.9～Ｈ30.10.31
－２

一般競争

－

¥6,804,000 －

一般競争

－

¥12,312,000 －

一般競争

－

¥4,536,000 －

筑豊事務所審査機器設置に伴う機
器ピット等改修工事
Ｈ30.7.24～Ｈ30.11.30

独立行政法人自動車技術総合機構
九州検査部長 藤本 清春
友信建設（株）
福岡県福岡市東区千早３－１０－４ 平成30年7月23日 福岡県飯塚市赤坂８７６－４４
０

自動車試験場ダミー検定室用給水 独立行政法人自動車技術総合機構
日化メンテナンス（株）
設備工事
研究所長 江角 直樹
平成30年7月12日 東京都千代田区内神田１－１３－７
Ｈ30.7.12～Ｈ30.9.28
東京都調布市深大寺東町7-42-27
※公共工事には工事に係る調査及び設計業務等も含む。
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IT資産管理ツールの導入及び運用 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）ＮＴＴデータ・アイ
理事長 柳川 久治
平成30年7月31日 東京都新宿区揚場町１－１８
保守
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥14,904,000 －

ミドリ安全東横浜（株）
平成３０年度検査用被服（冬服）の 独立行政法人自動車技術総合機構
理事長 柳川 久治
平成30年7月31日 神奈川県横浜市港南区上大岡西３－２
製作
東京都新宿区四谷本塩町４－４１
－１３

一般競争

－

¥13,034,952 －

人事給与・勤怠システムソフトウェア 独立行政法人自動車技術総合機構
（カシオヒューマンシステムズ社製： 理事長 柳川 久治
平成30年7月31日 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）
東京都千代田区内幸町一丁目１番６号
ＡＤＰＳ）の改修業務
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥3,963,816 －

（株）アイビックス北陸
石川事務所自動車検査場警備業務 独立行政法人自動車技術総合機構
北陸信越検査部長 山本 与一 平成30年7月2日 石川県金沢市新神田５丁目２番３
請負契約
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥665,280 －

石川事務所及び検査場移転に伴う 独立行政法人自動車技術総合機構
北陸信越検査部長 山本 与一 平成30年7月2日 （株）イシフォー
物品購入
新潟県新潟市東区東明７－３－３
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥9,118,008 －

（株）イヤサカ 大阪支店
自動車検査用機械器具の定期点検 独立行政法人自動車技術総合機構
近畿検査部長 大澤 貴郎
平成30年7月9日 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３
請負契約（イヤサカ製）
寝屋川市高宮栄町１２－１
－６

一般競争

－

¥3,051,983 －

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
具の定期点検（（株）アルティア製） 中国検査部長 山村 政則
（株）アルティア 中四国・九州営業部
中国検査部・島根事務所・山口事務 広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年7月2日 広島県広島市西区井口５－２５－２１
所
－２

一般競争

－

¥1,139,071 －

備考
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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
具の定期点検（（株）イヤサカ製） 中国検査部長 山村 政則
（株）イヤサカ広島支店
中国検査部・鳥取事務所・島根事務 広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年7月2日 広島県広島市安芸区中野東２－４－３１
所・山口事務所
－２

一般競争

－

¥1,751,424 －

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）バンザイ広島支店
具の定期点検（（株）バンザイ製） 中国検査部長 山村 政則
中国検査部・鳥取事務所・島根事務 広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年7月2日 広島県広島市西区南観音２－７－１０
－２
所

一般競争

－

¥1,031,242 －

（株）アルティア 中四国・九州営業部
自動車検査用機械器具定期点検・ 独立行政法人自動車技術総合機構
四国検査部長 大島 裕
平成30年7月2日 広島県広島市西区井口５－２５－２１
アルティア（徳島・愛媛・高知）
高松市鬼無町佐藤２０－１

一般競争

－

¥1,274,167 －

独立行政法人自動車技術総合機構
三和シヤッター工業（株）
シャッター定期点検業務（九州検査 九州検査部長 藤本 清春
部管轄下全域）
福岡県福岡市東区千早３－１０－４ 平成30年7月3日 福岡県福岡市東区多の津１－１３－９
０

一般競争

－

¥1,404,000 －

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 一式（沖縄、宮古、八重 沖縄事務所長 小松 正弘
平成30年7月2日 東京都新宿区新宿７－２３－５
山）
沖縄県浦添市港川５１２－４

一般競争

－

¥1,697,906 －

（株）ヒューマネティクス・イノベーティブ・ソ
自動車衝突実験用Ｑ6ダミー部品購 独立行政法人自動車技術総合機構
研究所長
江角
直樹
平成30年7月6日
リューションズ・ジャパン
入
東京都調布市深大寺東町7-42-27
東京都江東区東陽６－３－２

一般競争

－

¥2,808,000 －

備考
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腹部圧力計購入

独立行政法人自動車技術総合機構
エフ・アイ・ティー・パシフィック（株）
研究所長 江角 直樹
平成30年7月6日 東京都台東区浅草橋３－２０－１５君が
東京都調布市深大寺東町7-42-27
代ビル４階

一般競争

－

¥2,646,000 －

ＬｉＤＡＲセンサシステムの調達

独立行政法人自動車技術総合機構
研究所長 江角 直樹
平成30年7月6日 ジック（株）
東京都中野区本町１－３２－２
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥2,158,920 －

一般競争

－

¥26,765,285 －

先進安全自動車（ASV）の開発・実 独立行政法人自動車技術総合機構
みずほ情報総研（株）
平成30年7月31日 東京都千代田区神田錦町二丁目３番地
用化・普及の促進に関する調査の 研究所長 江角 直樹
実施における補助業務
東京都調布市深大寺東町7-42-27

備考

