
競　争　入　札　結　果　情　報

整理
契約内容

（入札案件名）
契約事務取扱責任者名

所在地
契約締結日

契約相手方の名称
住所

入札形態 備考

1
社会保険診療報酬支払基金北海道支部
事務所ビル管理等業務委託一式

支部長　秋元　文雄
北海道札幌市中央区北7条西14丁目28番地
22

平成30年4月1日
（株）スリーエスメンテナンス
北海道札幌市中央区北5条西12丁目2番地北5
ビルC館

2,538,000 円 一般

2
社会保険診療報酬支払基金宮城支部
事務所清掃業務一式

支部長　長洲　智彦
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目1番27号

平成30年4月1日
ブイファッション仙台（株）
宮城県仙台市宮城野区原町5丁目8番47号

1,836,000 円 一般 不落随契

3
社会保険診療報酬支払基金福島支部
事務所清掃業務一式

支部長  金井　洋一
福島県福島市三河南町11番5号

平成30年4月1日
キョウワプロテック（株）
福島県福島市五月町3番20号

1,441,800 円 一般 不落随契

4
社会保険診療報酬支払基金栃木支部
清掃委託業務一式

支部長　三條　正裕
栃木県宇都宮市塙田1－3－14

平成30年4月1日
ウィズテック（株）
栃木県宇都宮市宝木本町1650－1

1,868,400 円 一般

5
社会保険診療報酬支払基金埼玉支部
清掃業務一式

支部長　白石　宜男
埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目18番1号

平成30年4月1日
（有）総合ビルメンテナンス
千葉県我孫子市南新木4-23-2-103

3,132,000 円 一般

6
社会保険診療報酬支払基金千葉支部
事務所ごみ収集業務一式

支部長　土屋　宏之
千葉県千葉市中央区問屋町2-1

平成30年4月1日
石井開運（株）
千葉県千葉市若葉区大草町762-2

可燃ごみ　6,300円/㎥
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、金属等8,000円/㎥

他
（消費税別）

一般 年間予定額1,601,640円

7
社会保険診療報酬支払基金千葉支部
事務所清掃業務一式

支部長　土屋　宏之
千葉県千葉市中央区問屋町2-1

平成30年4月1日
（株）アビック
茨城県水戸市袴塚2-4-46

3,758,400 円 一般

8
社会保険診療報酬支払基金東京支部
公用自動車の管理請負業務一式

支部長　橋本　幸博
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成30年4月1日
大新東（株）
東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3

4,924,800 円 一般

契約金額（円）
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9
社会保険診療報酬支払基金神奈川支部
事務所建築物環境衛生管理業務一式

支部長　小山　和法
神奈川県横浜市中区山下町34番地

平成30年4月1日
協働美装（株）
埼玉県さいたま市見沼区大字中川79-1　ティー
エムハイツ102号

2,268,000円 円 一般

10
社会保険診療報酬支払基金神奈川支部
事務所清掃業務一式

支部長　小山　和法
神奈川県横浜市中区山下町34番地

平成30年4月1日
協働美装（株）
埼玉県さいたま市見沼区大字中川79-1　ティー
エムハイツ102号

1,068,120円 円 一般

11
社会保険診療報酬支払基金神奈川支部
事務所消防設備保守点検及び防災管理定期
点検業務一式

支部長　小山　和法
神奈川県横浜市中区山下町３４番地

平成30年4月1日
国際ビルサービス（株）
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-1　日総第13
ビル

1,250,640円 円 一般

12
社会保険診療報酬支払基金静岡支部
事務所清掃委託業務一式

支部長　　林　庸一郎
静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目2番20号

平成30年4月1日
東海美装興業（株）
静岡県浜松市中区田町324番地-3

2,397,600 円 一般

13
社会保険診療報酬支払基金滋賀支部
事務所清掃業務一式

支部長　八束　俊博
滋賀県大津市におの浜二丁目2番8号

平成30年4月1日
（株）ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町352番地2

1,317,600 円 一般

14
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
事務所ビル管理業務一式

支部長　岩崎　政彦
大阪府大阪市北区鶴野町2－12

平成30年4月1日
協和建物管理（株）
大阪府大阪市北区西天満2-6-8　堂島ビル3階

1,296,000 円 一般

15
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
事務所清掃業務一式

支部長　岩崎　政彦
大阪府大阪市北区鶴野町2－12

平成30年4月1日
協和建物管理（株）
大阪府大阪市北区西天満2-6-8　堂島ビル3階

7,776,000 円 一般

16
社会保険診療報酬支払基金大阪支部
電話切替業務一式

支部長　岩崎　政彦
大阪府大阪市北区鶴野町2－12

平成30年4月1日
テルウェル西日本（株）
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-7-12

7,116,348 円 一般
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17
社会保険診療報酬支払基金兵庫支部
事務所清掃業務一式

支部長　高田　昭治
兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目4番4

平成30年4月1日
（株）ハヤシハウジング
大阪府堺市東区日置荘田中町352番地2

4,514,400 円 一般

18
社会保険診療報酬支払基金奈良支部
事務所清掃業務一式

支部長　林　哲治
奈良県奈良市佐保台西町114番地1

平成30年4月1日
テルウェル西日本（株）
大阪府大阪市東成区中道1丁目10番26号
サクラ森ノ宮ビル

1,836,000 円 一般 不落随契

19
社会保険診療報酬支払基金岡山支部
事務所清掃業務一式

支部長　横島　和治
岡山県岡山市北区新屋敷町二丁目1番16号

平成30年4月1日
三洋環境（株）
岡山県岡山市北区下伊福上町8-20

1,434,240 円 一般

20
社会保険診療報酬支払基金福岡支部
事務所清掃業務一式

支部長　本田　明
福岡県福岡市博多区美野島１丁目１－８

平成30年4月1日
(株)ビルマネージメント
福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-17

1,620,000 円 一般

21
社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部
清掃業務一式

支部長　大橋　章浩
鹿児島県鹿児島市宇宿1丁目52－12

平成30年4月1日
（株）南日本総合サービス
鹿児島県鹿児島市小川町15番1号

1,639,440 円 一般

22 (本部一括調達）　文具類
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
水戸事務用品（株）
東京都千代田区6番1番地

シャープペン
50円/本

一般 他249品目

23
(本部一括調達）
ＯＡ機器用プリンター消耗品

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
マグマックス（株）
東京都千代田区九段南3丁目2番7号

トナーカートリッジＢＫ
1,660円/個

一般 他101品目

24 （本部一括調達）　ＰＰＣカラー用紙
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
水戸事務用品（株）
東京都千代田区6番1番地

Ａ4グリーン
2,060円/箱

一般 他10品目
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25 （本部一括調達）コピー用紙
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
（株）大塚商会
東京都千代田区飯田橋2丁目18番4番地

Ａ４（2,500枚/１箱）
1,100円

一般 他3品目

26
（本部一括調達）
当座口振込通知書専用封筒の印刷帳瀬

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
ハート（株）
大阪府大阪市中央区和泉町2丁目1番13号

51,174,003 円 一般

27
（本部一括調達）
返戻レセプト等送付用封筒の印刷調製

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年4月1日
大村印刷（株）
山口県防府市西仁井令1丁目21番55号

20,276,859 円 一般

28
社会保険診療報酬支払基金研修センター清
掃業務一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成30年4月1日
(株)アビック
茨城県水戸市袴塚２丁目４番４６号

8,975,880 円 一般

29
社会保険診療報酬支払基金研修センターリ
ネン（リース・洗濯）業務一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成30年4月1日
(株)小山商会千葉営業所
千葉県柏市１３７４番地

3,095,069 円 一般

30
社会保険診療報酬支払基金研修センター植
栽管理業務一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成30年4月1日
㈱ワールド緑化
千葉市緑区あすみが丘８丁目１番１５号

1,836,000 円 一般

31
什器レンタルと物品移設に関する業務委託
一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年5月9日
水戸事務用品㈱
東京都千代田区六番町１番地

3,184,768 円 一般

32 70年史の印刷調製等一式
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年6月4日
㈱キタジマ
東京都墨田区立川二丁目１１番７号

3,380,076 円 一般
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33
什器レンタルと物品移設に関する業務委託
一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年6月8日
㈱ジェイアール東日本物流
東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

3,099,600 円 一般

34 什器の調達一式
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年7月13日
水戸事務用品㈱
東京都千代田区六番町１番地

16,250,252 円 一般

35
平成３０年度社会保険診療報酬支払基金損
害保険

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年7月30日
損害保険ジャパン日本興亜（株）
東京都新宿区西新宿1-26-1　損保ジャパン本社
ビル14階

3,753,930 円 一般

36
平成３０年度社会保険診療報酬支払基金公
用車任意保険

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年7月30日
三井住友海上火災保険（株）
東京都千代田区神田駿河台3-1-1

2,149,970 円 一般

37
高齢者医療制度関係業務システム機器更新
の機器及び保守サポート業務調達

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年7月30日
㈱富士通マーケティング
東京都港区港南二丁目１５番３号地

60,337,299 円 一般

38
実証テストに伴う大阪支部事務所電気設備
等工事

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成30年8月2日
（株）ＴＯＫＳ
大阪府大阪市東成区中道三丁目15-16

1,242,000 円 一般

39
什器レンタルと物品移設に関する業務委託
一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年8月10日
㈱ジェイアール東日本物流
東京都墨田区錦糸三丁目２番１号

5,131,080 円 一般
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40 オフィス用品の調達一式
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年8月24日
水戸事務用品㈱
東京都千代田区六番町１番地

3,459,520 円 一般

41
社会保険診療報酬支払基金栃木支部
事務所音響設備の更新

支部長　三條　正裕
栃木県宇都宮市塙田１－３－１４

平成30年8月27日
東京通信（株）
栃木県宇都宮市平出工業団地４３－１２９

1,220,400 円 一般

42
OS更改に伴う給付金支給管理システムサー
バ等機器調達一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年9月11日
ＴＩＳ㈱
東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号

10,321,479 円 一般

43
社会保険診療報酬支払基金愛知支部
春日井住宅内装等修繕工事

支部長　寺嶋　健二
愛知県名古屋市北区大曽根4丁目8番57号

平成30年9月19日
入江建設　（株）
愛知県名古屋市中区橘一丁目17-28

3,780,000 円 一般 不落随契

44
社会保険診療報酬支払基金宮城支部
事務所外構等改修工事

支部長　長洲　智彦
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目1番27号

平成30年9月25日
（株）木元装建
福島県南相馬市原町区桜井町二丁目394番

4,644,000 円 一般

45 什器の調達一式
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年9月25日
水戸事務用品㈱
東京都千代田区六番町１番地

3,736,800 円 一般

46
社会保険診療報酬支払基金北海道支部
事務所除雪及び排雪業務一式

支部長　秋元　文雄
北海道札幌市中央区北7条西14丁目28番地
22

平成30年10月3日
（有）オート・ショップ札幌
北海道札幌市北区新川2条1丁目2-43

2,516,400 円 一般

47
社会保険診療報酬支払基金東京支部
池袋ダイヤビル建築補修工事及び電気更新
工事

支部長　橋本　幸博
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成30年10月17日
大成建設（株）東京支店
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

33,662,218 円 指名

不落随契
共同保有ビルのため、契約金額は支
払基金東京支部負担分（負担割合
70.838％）
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48 ノートパソコンの購入及び設定作業一式
理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年10月18日
マグマックス㈱
東京都千代田区九段南三丁目２番号

2,714,040 円 一般

49
社会保険診療報酬支払基金北海道支部
事務所トイレ改修工事

支部長　秋元　文雄
北海道札幌市中央区北7条西14丁目28番地
22

平成30年10月30日
（株）ふじ研究所
北海道札幌市東区北28条東6丁目1番1号

5,238,000 円 一般

50
平成３０年度におけるオンライン請求システ
ム専用認証局監査の調達一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年11月1日
情報システム監査㈱
大阪府大阪市淀川区宮原四丁目５番３６号

1,555,200 円 一般

51
総務経理管理システム構築に伴うクライアン
トアクセスライセンスの調達一式

理事長　伊藤　文郎
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年11月7日
㈱富士通マーケティング
東京都港区港南二丁目１５番３号

39,083,013 円 一般

52
社会保険診療報酬支払基金岡山支部
事務所音響設備更新

支部長　横島　和治
岡山県岡山市北区新屋敷町二丁目1番16号

平成30年12月3日
（有）とみやクラタ
岡山県岡山市中区江並63-7

1,854,576 円 一般

53
社会保険診療報酬支払基金東京支部
非常災害時における備蓄品の調達一式

支部長　　橋本　幸博
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成30年12月7日
トータルセキュリティＳＰ（株）
静岡県静岡市清水区楠新田６４

2,048,760 円 一般

54
医療事務電算クライアントに係る保守業務等
の調達一式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年12月17日
新日鉄住金ソリューションズ㈱
東京都中央区新川二丁目２０番１５号

226,798,704  円 一般

55 セキュリティ用品の調達　一式
理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成30年12月21日
水戸事務用品㈱
東京都千代田区六番町１番地

14,910,480 円 一般
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56
退職者医療関係業務システム機器更新に係
る機器調達及び保守サポート業務調達

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年1月16日
株式会社富士通マーケティング
東京都港区港南二丁目１５番３号

11,718,000  円 一般

57
社会保険診療報酬支払基金研修センター防
災設備更新工事

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年1月17日
富士防災設備（株）
東京都文京区後楽2-20-15

10,314,000 円 一般

58 ＬＴＯテープ等の調達一式
理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年1月17日
ソフトブレーン株式会社
東京都中央区日本橋一丁目４番１号

966,060 円 一般

59 Web会議用端末の調達　一式
理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年1月23日
マグマックス株式会社
東京都千代田区九段南３丁目２番７号

11,450,160 円 一般

60 支払基金ＷＥＢシステムの機器更新等一式
理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年1月25日
株式会社富士通マーケティング
東京都港区港南二丁目１５番３号

5,521,824  円 一般

61
セットアップＣＤ-ＲＯＭ及びトランスパックの
調達　一式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年2月1日
株式会社ＭＯＺＭＡＣ
東京都杉並区梅里１－２１－１７栗田ビル２０１

1,165,882 円 一般

62
（本部一括調達）
様式用紙の印刷調製　一式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成31年2月1日
(株)第一印刷所
東京都台東区根岸2丁目14番18号第一根岸ビ
ル

5,792,902 円 一般

63
社会保険診療報酬支払基金兵庫支部事務
所外壁タイル調査一式

支部長　高田　昭治
兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目4番4

平成31年2月26日
（株）建設環境コンサルティング
大阪府大阪市中央区北浜東4-33

1,436,400 円 一般



競　争　入　札　結　果　情　報

整理
契約内容

（入札案件名）
契約事務取扱責任者名

所在地
契約締結日

契約相手方の名称
住所

入札形態 備考契約金額（円）

64
定年退職者に対する記念品ギフトの調達　一
式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年2月28日
株式会社天賞堂
東京都中央区銀座四丁目３番９号

3,692,304 円 一般

65
タブレット端末に係るクラウドサービス等の調
達一式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年3月4日
沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号

983,812 円 一般

66 印刷機器の集約に伴う複合機の調達　一式
理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年3月11日
コニカミノルタジャパン株式会社
東京都港区芝浦一丁目１番１号

99,900,000 円 一般

67
オンライン請求システム等のセキュリティ強化
に伴う調達一式

理事長　神田　裕二
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成31年3月11日
株式会社日立製作所
東京都品川区南大井六丁目２３番１号

8,856,000 円 一般


