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

岩手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8月1日 篠村建設（株）
岩手県盛岡市稲荷町９－６
H30.8.2～Ｈ31.1.15
仙台市宮城野区扇町３－３－１５

一般競争

－

¥34,020,000 －

熊谷事務所 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8月7日 今井建設（株）
埼玉県桶川市朝日３－１６－２１
東京都品川区東大井１－１２－１７
H30.8.8～Ｈ30.12.21

一般競争

－

¥63,720,000 －

湘南事務所 審査上屋庇延長その 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8月22日 （株）大和建築設計
埼玉県行田市天満８－２８
他工事設計業務委託
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥3,240,000 －

土浦事務所 審査上屋１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8月28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
H30.8.29～Ｈ31.1.31
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥39,420,000 －

八王子事務所 審査上屋庇延長そ 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8月30日 （株）雨宮建築設計事務所
の他工事設計業務委託
山梨県甲府市上石田４－７－７
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥2,678,400 －

石川事務所自動車審査高度化施設 独立行政法人自動車技術総合機構
再設置工事
北陸信越検査部長 山本 与一 平成30年8月1日 （株）新電気
埼玉県三郷市早稲田４－７－９
H30.8.1～Ｈ30.9.30
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥14,796,000 －

松本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
北陸信越検査部長 山本 与一 平成30年8月21日 松本土建（株）
長野県松本市大字島立６３５－１
H30.8.21～Ｈ30.9.25
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥5,184,000 －

備考

平成３０年度 豊橋事務所審査機器 独立行政法人自動車技術総合機構
更新に伴う床面等改修工事
中部検査部長 朝野 新一
平成30年8月20日 藤城建設（株）
愛知県豊橋市花田町中ノ坪１１
H30.8.20～Ｈ30.12.28
名古屋市中川区北江町１－１－２

一般競争

－

¥16,740,000 －

ESA電波暗室高周波アンプ用シー 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8月1日 （株）リケン環境システム
ルドルーム設置工事
埼玉県熊谷市末広４－１４－１
H30.8.1～Ｈ30.10.31
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥5,400,000 －

一般競争

－

¥15,120,000 －

自動車試験場試験棟キュービクル 独立行政法人自動車技術総合機構
等の設置工事
研究所長 江角 直樹
平成30年8月27日 東京ワックス（株）
埼玉県深谷市上野台２９２０
H30.8.27～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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平成30年度自動車審査高度化施設 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8月20日 日本電気（株）
再設置に伴う設定変更
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

－

¥23,760,000 －

自動車検査場暖房設備保守点検作 独立行政法人自動車技術総合機構
東テク北海道（株）
平成30年8月20日 北海道札幌市東区伏古三条３丁目２番１
業委託契約（北海道検査部管轄下 北海道検査部長 櫛引 和憲
全域）
札幌市東区北２８条東１丁目
号

一般競争

－

¥1,707,804 －

イヤサカ製ＡＬＴＡＳ－１１０Ｌ用排気 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8月22日 （株）イヤサカ
東京都文京区湯島３－２６－９
ガスフィルターの購入
東京都品川区東大井１－１２－１７

一般競争

－

¥2,357,748 －

重量計の製造及び据付（北陸信越 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）バンザイ新潟営業所
北陸信越検査部長 山本 与一 平成30年8月24日 新潟県新潟市中央区上所上３－１－２２
検査部）
新潟市中央区東出来島１４－２６

一般競争

－

¥2,548,800 －

地方鉄道を対象とした自動運転技 独立行政法人自動車技術総合機構
セントラルエンジニアリング（株）
術活用のための走行データ収集装 研究所長 江角 直樹
平成30年8月1日 神奈川県横浜市港北区新横浜２－３－１
置の製作
東京都調布市深大寺東町7-42-27
９

一般競争

－

¥3,024,000 －

一般競争

－

¥2,278,692 －

一般競争

－

¥6,912,000 －

シリーズハイブリット車購入

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8月1日 東京日産自動車販売（株）
東京都調布市深大寺東町８－３３－１
東京都調布市深大寺東町7-42-27

第一排出ガス審査棟シャシダイナモ 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）明電エンジニアリング
研究所長 江角 直樹
平成30年8月7日 東京都品川区大崎３－７－９
メータ点検整備
東京都調布市深大寺東町7-42-27

備考
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独立行政法人自動車技術総合機構
（株）堀場製作所
研究所長 江角 直樹
平成30年8月8日 東京都千代田区神田淡路町２－６
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥3,240,000 －

路上走行試験等補助労働者派遣 独立行政法人自動車技術総合機構
平成30年8月8日 岩田電業（株）
研究所長 江角 直樹
（8/15～3/15）
神奈川県大和市南林間３－３－２
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥6,619,436 －

水素燃料電池車の一充填走行距離 独立行政法人自動車技術総合機構
パーソルＲ＆Ｄ（株）
測定試験等補助労働者派遣（8/21 研究所長 江角 直樹
平成30年8月8日 埼玉県上尾市大字１－１
～12/20）
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥4,126,611 －

平成30年度研究発表会（フォーラム 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8月27日 （株）ヒップ
東京都渋谷区代々木２－２６－５－６０８
2018）運営補助業務
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥4,060,800 －

ディーゼルエンジンの熱効率改善に 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8月27日 （株）新エィシーイー
茨城県つくば市苅間２５３０
よる高効率化に関する調査
東京都調布市深大寺東町7-42-27

一般競争

－

¥80,237,520 －

一般競争

－

¥14,688,000 －

一般競争

－

¥5,616,000 －

車載式排出ガス測定システム用
バッテリー及び充電器の購入

座席搭載型運転ロボット改造

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）明電舎
研究所長 江角 直樹
平成30年8月27日 東京都品川区大崎２－１－１
東京都調布市深大寺東町7-42-27

独立行政法人自動車技術総合機構
（株）堀場製作所
排出ガス分析装置点検及び修理 研究所長 江角 直樹
平成30年8月30日 東京都千代田区神田淡路町２－６
東京都調布市深大寺東町7-42-27

備考
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大型車用シャシダイナモメータ点検 独立行政法人自動車技術総合機構
（株）明電エンジニアリング
研究所長 江角 直樹
平成30年8月30日 東京都品川区大崎３－７－９
及び部品交換
東京都調布市深大寺東町7-42-27

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）
一般競争

－

契約金額

落札率

¥5,616,000 －

備考

