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

北海道検査部函館事務所安定傾斜 独立行政法人自動車技術総合機構
角度測定機上屋及び休憩室新設等 北海道検査部長 櫛引 和憲
平成30年6月14日 （株）三関建築設計事務所
工事設計業務（北海道検査部函館 札幌市東区北２８条東１丁目
北海道函館市人見町２５番３９号
事務所）
兵庫事務所２・４コース床面等改修 独立行政法人自動車技術総合機構
工事
大澤 貴郎
平成30年6月11日 アオバ建設工業（株）
大阪府吹田市高野台４丁目３－１－１０７
平成30年6月11日～平成31年1月25 近畿検査部長
寝屋川市高宮栄町１２－１
日
※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

一般競争

－

¥6,156,000 －

一般競争

－

¥35,618,400 －

備考

落札情報 物品役務調達（競争入札）一覧

物品役務の名称及び数量
検査用安全靴の購入

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２）

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

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6月1日 ミドリ安全東横浜（株）
横浜市港南区上大岡西３－２－１３
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

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

一般競争

－

¥2,544,696 －

情報セキュリティ対策強化に資する 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6月15日 （株）富士通マーケティング
サービスの提供業務
東京都港区港南２－１５－３
東京都新宿区四谷本塩町４－４１

一般競争

－

¥3,212,352 －

自動車検査用機械器具定期点検一 独立行政法人自動車技術総合機構
佐藤 義仁
平成30年6月7日 （株）アルティア仙台支店
宮城県仙台市宮城野区扇町３ー２ー１５
式（㈱アルティア製機器設置コース） 東北検査部長
仙台市宮城野区扇町３－３－１５

一般競争

－

¥2,970,253 －

自動車検査用機械器具定期点検一 独立行政法人自動車技術総合機構
安全自動車（株）仙台支店
式（安全自動車㈱製機器設置コー 東北検査部長 佐藤 義仁
平成30年6月7日 宮城県仙台市宮城野区日の出町２－２
ス）
仙台市宮城野区扇町３－３－１５
－８

一般競争

－

¥2,021,760 －

自動車検査用機械器具定期点検一 独立行政法人自動車技術総合機構
佐藤 義仁
平成30年6月7日 （株）バンザイ仙台支店
式（㈱バンザイ製機器設置コース） 東北検査部長
宮城県仙台市宮城野区福室２－８－２１
仙台市宮城野区扇町３－３－１５

一般競争

－

¥2,372,900 －

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
自動車検査用機械器具の校正業務 東北検査部長 佐藤 義仁
平成30年6月7日 東京都新宿区新宿７－２３－５
仙台市宮城野区扇町３－３－１５

一般競争

－

¥6,092,139 －

アルティア製ＳＴ－２００ＡＭ用ＤＳろ 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）アルティア 首都圏・関越営業部
関東検査部長 新井 直樹
平成30年6月11日 東京都江戸川区西葛西７－２０－１０
紙の購入
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥2,546,942 －

備考

落札情報 物品役務調達（競争入札）一覧

物品役務の名称及び数量

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２）

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

電子複合機（コニカ製 ｂｉｚｈｕｂＣ２２ 独立行政法人自動車技術総合機構
コニカミノルタジャパン（株）
０）保守及び消耗品等供給契約（足 関東検査部長 新井 直樹
平成30年6月13日 東京都港区芝浦１－１－１
立他７事務所）
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥1,332,540 －

（株）トミヤ
高度化施設端末プリンタ用トナー 独立行政法人自動車技術総合機構
カートリッジ（ＣＲＧ－５１９Ⅱ）の購入 関東検査部長 新井 直樹
平成30年6月25日 神奈川県横浜市中区野毛町４－１７３－
東京都品川区東大井１－１２－１７
２－１２０３
（関東検査部他１８事務所）

一般競争

－

¥3,370,896 －

平成３０年度 自動車検査場シャッ 独立行政法人自動車技術総合機構
文化シヤッターサービス（株）
中部検査部長 朝野 新一
平成30年6月28日 東京都豊島区西巣鴨４丁目１４番５号
ターの定期点検
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥1,221,480 －

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）バンザイ広島支店
平成３０年度自動車検査用機械器 中国検査部長 山村 政則
具の定期点検（福山事務所）
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年6月14日 広島県広島市西区南観音２－７－１０
－２

一般競争

－

¥864,000 －

独立行政法人自動車技術総合機構
安全自動車（株）大阪支店
平成３０年度自動車検査用機械器 中国検査部長 山村 政則
具の定期点検（岡山事務所）
広島市西区観音新町４－１３－１３ 平成30年6月14日 大阪府大阪市西淀川区御幣島２－１－１
４
－２

一般競争

－

¥1,879,200 －

山口事務所傾斜角上屋等新設に伴 独立行政法人自動車技術総合機構
山村 政則
う新築・改修工事における交通誘導 中国検査部長
平成30年6月29日 （株）セキュア２４
広島市西区観音新町４－１３－１３
山口県宇部市芝中町１－２５
員等警備業務（単価契約）
－２

一般競争

－

¥1,738,800 －

備考

落札情報 物品役務調達（競争入札）一覧

物品役務の名称及び数量

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２）

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

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
（一財）電気安全環境研究所
のレーザイニシエーションに関する 研究所長 佐竹 克也
平成30年6月8日 兵庫県神戸市東灘区向洋町西４－１
調査
東京都調布市深大寺東町7-42-27
事務用什器等移動作業

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6月18日 （株）ジェイアール東日本物流
東京都墨田区錦糸３－２－１
東京都調布市深大寺東町7-42-27

（公財）日本自動車輸送技術協会
四輪車の騒音測定に関する補助業 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6月25日
東京都新宿区四谷３－２－５全日本トラッ
務
東京都調布市深大寺東町7-42-27
ク総合会館

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

一般競争

－

¥4,481,908 －

一般競争

－

¥615,600 －

一般競争

－

¥6,481,080 －

備考

