
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 事務所清掃業務委託
支部長　西田　重之
北海道札幌市中央区北7条西14丁目28-22

平成27年4月1日
スリーエスメンテナンス（株）
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

1,576,800 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号に基づき随意契約

2 事務所清掃業務委託
支部長　田山　優
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番２７
号

平成27年4月1日
（株）アーツ
宮城県石巻市南中里三丁目１２番９号

962,280 円 一般

3
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調製等に係る委託業務一式

支部長　田山　優
宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目１番２７
号

平成27年4月1日
秋田印刷製本（株）
秋田県秋田市御所野湯本2丁目1番9号

1.00円/頁 一般

4 事務所清掃業務委託
支部長　小森　敏夫
福島県福島市三河南町11-5

平成27年4月1日
（有）成　匡
福島県福島市南矢野目字中屋敷61-14

1,501,200 円 一般

5 事務所清掃業務委託
支部長　髙橋　真一
栃木県宇都宮市塙田１－３－１４

平成27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

1,432,080 円 一般

6 事務所清掃業務委託
支部長　梁瀬　博章
埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目18番1号

平成27年4月1日
エヌケイ産業（株）
千葉県千葉市花見川区千種町351－23

1,598,400 円 一般

7 ごみ収集委託業務
支部長　　関　誠
千葉県千葉市中央区問屋町２－１

平成27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　5,000円/㎥
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、金属等7,000円/㎥

他
一般

8 事務所清掃業務委託
支部長　　関　誠
千葉県千葉市中央区問屋町２－１

平成27年4月1日
（株）アビック
茨城県水戸市袴塚２－４－４６

2,106,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号に基づき随意契約

契約金額（円）



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）

9
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調製等に係る委託業務一式

支部長　滝　禎夫
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成27年4月1日
東亜印刷（株）
東京都港区芝一丁目7番2号

0.86円/頁 一般

10 公用自動車の管理請負業務
支部長　滝　禎夫
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成27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

4,665,600 円 一般

11 消防設備保守点検業務委託
支部長　石口　郁子
神奈川県横浜市中区山下町34番地

平成27年4月1日
国際ビルサービス㈱
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地1

928,800 円 一般

12 建築物環境衛生管理業務委託
支部長　石口　郁子
神奈川県横浜市中区山下町34番地

平成27年4月1日
㈱新東美装
東京都世田谷区上用賀四丁目3番8号

1,620,000 円 一般

13 事務所清掃業務委託
支部長　石口　郁子
神奈川県横浜市中区山下町34番地

平成27年4月1日
㈱サンアメニティ
東京都北区王子3丁目19番7号

2,592,000 円 一般

14 事務所清掃業務委託
支部長　藤井　正則
福井県福井市花堂東１丁目26－30

平成27年4月1日
北興産業（株）
福井県福井市下馬2－118

1,814,400 円 一般

15 事務所清掃業務委託
支部長　大石　肇
静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目2番20号

平成27年4月1日
東海美装興業（株）
静岡県浜松市中区田町324-3

2,465,640 円 一般

16
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調製等に係る委託業務一式

支部長　阪本　勇三
愛知県名古屋市北区大曽根四丁目8番57号

平成27年4月1日
（有）大六印刷
岐阜県高山市江名子町1868-2

0.73円/頁 一般



競　争　入　札　結　果　情　報
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17 事務所清掃業務委託
支部長　北原　昭広
三重県津市桜橋3丁目446番68

平成27年4月1日
丸ノ内ビル管理（株）
三重県津市丸之内9番13号

1,418,040 円 一般

18 事務所清掃業務委託
支部長　中原　和也
京都府京都市右京区西院月双町３６番地

平成27年4月1日
（株）中央保健工業社
京都府京都市右京区西院清水町65番地-4

2,089,800 円 一般

19
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調製等に係る委託業務一式

支部長　内山　守
大阪府大阪市北区鶴野町2番12号

平成27年4月1日
日昌印刷（株）
兵庫県神戸市兵庫区中道通4丁目2番3号

1.10円/頁 一般

20 電話切替業務一式
支部長　内山　守
大阪府大阪市北区鶴野町2番12号

平成27年4月1日
（株）コベルコパーソネル
兵庫県神戸市中央区江戸町95番地　井門神戸
ビル

5,815,152 円 一般

21 事務所清掃業務委託
支部長　内山　守
大阪府大阪市北区鶴野町2番12号

平成27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

8,812,800 円 一般

22 ビル管理委託業務一式
支部長　内山　守
大阪府大阪市北区鶴野町2番12号

平成27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

1,684,000 円 一般

23 事務所清掃業務委託
支部長　中川　恭吉
兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目4－4

平成27年4月1日
（株）ＣＬ神戸
兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-5-533-816 3,294,000 円 一般

24 事務所清掃業務委託
支部長　山本　久則
奈良県奈良市佐保台西町１１４番地１

平成27年4月1日
ビューテック（株）
大阪市中央区森ノ宮中央一丁目６番１２号
テルウェル西日本ビル別館

1,037,880 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）

25 事務所清掃委託業務
支部長　豊田　　安
岡山県岡山市北区新屋敷町二丁目1番16号

平成27年4月1日
サンヨービルマネージメント（株）
岡山県岡山市北区下伊福上町8番20号

1,933,200 円 一般

26
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調整等に係る委託業務一式

支部長　一色　晋
広島県広島市西区中広町一丁目17-30

平成27年4月1日
中川印刷（株）
広島県広島市西区横川町2丁目8番5号

0.98円/頁 一般

27 事務所清掃委託業務
支部長　首藤　英三
愛媛県松山市六軒家町２－１３ 平成27年4月1日

愛媛県ビル管理協同組合
愛媛県松山市本町7丁目2番地

1,512,000 円 一般

28
広報誌「ブロック通信」及び「支部通信」の印
刷調整等に係る委託業務一式

支部長　中田　　宏
福岡県福岡市博多区美野島１丁目１－８

平成27年4月1日
(株)大成印刷
福岡県福岡市博多区東那珂3-6-62

0.85円/頁 一般

29 事務所清掃業務委託
支部長　中田　宏
福岡県福岡市博多区美野島１丁目１－８

平成27年4月1日
(株)テイトク
福岡県福岡市中央区六本松2-12-19

2,351,000.00 円 一般

30 事務所清掃業務委託
支部長　秋元　文雄
大分県大分市新川町2丁目5番17号

平成27年4月1日
(有）東九ビルサービス
大分県大分市高松1丁目8番8号

1,383,864 円 一般

31
社会保険診療報酬支払基金保有の売却予
定不動産に係る鑑定評価業務

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
東不動産鑑定
東京都豊島区池袋4-9-11

632,880 円 一般



競　争　入　札　結　果　情　報
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契約内容

（入札案件名）
契約事務取扱責任者名

所在地
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住所
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32 研修センター清掃業務委託
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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

日常清掃（研修期間内）
17,000円/日

日常清掃（研修期間外）
11,000円/日
ゴミ処理費
25,000円/月
カーペット清掃
1,000,000円/回

宿泊室排気口清掃
500円/室

宿泊室ベットマット入替
500円/室
床面清掃

100,000円/回
窓ガラス清掃
200,000円/回

男女浴室排水口清掃
50,000円／回
宿泊室清掃
700円/室

一般

33 研修センター植栽管理業務
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
（株）石狩エクステリア
東京都世田谷区玉川２丁目２番１号

1,728,000 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）

34 研修センターリネン（リース・洗濯）業務
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
（株）小山商会　千葉営業所
千葉県柏市高田1374番地

リース単価
31円/日
洗濯単価
シーツ
57円/回

シーツ（セミダブル）
57円/回

ピロケース
23円/回

布団カバー
87円/回
毛布

870円/回
毛布カバー
87円/回

枕
470円/回
バスタオル
40円/回

フェイスタオル
16円/回
バスマット
24円/回

ベットパット
320円/回

ベットパット（セミダブル）
520円/回

浴衣
84円/回

カーテン（ドライ）
430円/回

カーテン（水洗い）
210円/回

一般

35 速記及びテープ反訳に係る委託業務一式
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
神戸綜合速記（株）
東京都千代田区三崎町二丁目4番12号

速記業務及びテープ反訳業務
4,000円/15分

テープ反訳業務
2,500円/15分

一般

36 (本部一括調達）　文具類
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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230品目

37
(本部一括調達）
ＯＡ機器用プリンター消耗品

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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

502トナーカートリッジＢＫ
13,650円/個

一般 他137品目



競　争　入　札　結　果　情　報
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（入札案件名）
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入札形態 備考契約金額（円）

38 （本部一括調達）　ＰＰＣカラー用紙
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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
0.81円/枚

一般 他10品目

39
（本部一括調達）
ＯＣＲ用バッチヘッダー用紙

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
（株）OKIジャイネットサプライ
東京都江東区木場2丁目7番23号

1.35円/枚 一般

40
（本部一括調達）
１次機用ロールペーパー

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年4月1日
（株）萬代紙行
東京都豊島区馬場3丁目18番9号

56.00円/巻 一般

41 （本部一括調達）コピー用紙
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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号

Ａ４（2,500枚/１箱）
1,160円/箱

一般 他3品目

42 当座口振込通知書専用封筒等の印刷調製
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27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

53,899,749 円 一般

43 医療顧問コミュニケーションツールの導入
理事長　河内山　哲朗
港区新橋二丁目１番３号

平成27年6月12日
（株）富士通マーケティング
東京都港区港南二丁目１５番３号

2,700,000 円 一般

44
本部管理宿舎（青葉台住宅）に係るA棟外壁
及びB棟内装等改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年6月19日
中島建工（株）
埼玉県さいたま市浦和区領家5-12-20

63,180,000 円 一般

45 愛媛支部事務所衛生設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年7月21日
斎久工業（株）四国営業所
香川県高松市香西南556番4

57,240,000 円 一般



競　争　入　札　結　果　情　報
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46 応接セットの調達
理事長　河内山　哲朗
港区新橋二丁目１番３号

平成27年7月23日
水戸事務用品（株）
東京都千代田区六番町１番地

4,654,800 円 一般

47
本部管理宿舎（浜田山住宅）に係る屋上防水
及び外壁等改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年7月28日
（株）泰平建設
神奈川県川崎市麻生区片平６丁目１番１３号

27,043,200 円 一般

48 本部管理宿舎に係る畳の表替え工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年7月31日
早川製畳（株）
東京都世田谷区三軒茶屋1丁目6番13号

1,126,872 円 一般

49 埼玉支部事務所火災報知設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年7月31日
由井電気工業（株）
東京都渋谷区代々木2丁目11番2号

4,644,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号に基づき随意契約

50 長野支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月4日
（株）アイネット
長野県松本市征矢野1丁目5番46号

29,160,000 円 一般

51
石川支部事務所電気設備改修及びＯＡフロ
ア化改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月12日
シグマ電機（株）
石川県金沢市松島2丁目132番地

35,640,000 円 一般

52 香川支部事務所屋上防水・外壁改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月17日
（株）阿讃建設
香川県高松市林町940番地4

24,300,000 円 一般

53 返戻レセプト等送付用封筒の印刷調製
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月18日
寿堂紙製品工業（株）
東京都板橋区弥生町60番4号

8,569,152 円 一般
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54
宮崎支部事務所電気設備改修及び衛生設備
改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月19日
（株）九電工　宮崎支店
宮崎県宮崎市江平東町4-1

59,832,000 円 一般

55 沖縄支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月20日
金城電気工事（株）
沖縄県那覇市安里3-6-29

35,640,000 円 一般

56 研修センターに係る衛生設備等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月28日
新菱テクニカルサービス（株）
東京都新宿区荒木町１４番地

83,700,000 円 一般

57 新潟支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月31日
水澤電機（株）
新潟県長岡市新産2-3-1

21,492,000 円 一般

58 静岡支部事務所電気工事設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年8月31日
六興電気（株）　静岡支店
静岡県静岡市葵区呉服町１丁目１番14号

35,856,000 円 一般

59 青森支部事務所電気設備改修工事
支部長　長洲　智彦
青森県青森市堤町1丁目5番1号

平成27年9月10日
協和電気（株）
青森県青森市古川二丁目18番9号

46,440,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号に基づき随意契約

60
本部管理宿舎（習志野住宅Ａ棟）に係る屋上
防水・外壁及び内装等改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年9月10日
（株）ストラクス
千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－１

19,407,600 円 一般

61 鹿児島支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年9月14日
ダイダン（株）
鹿児島県鹿児島市西田２丁目２５－１２

24,516,000 円 一般
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62 茨城支部屋上防水・外壁等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年9月17日
（株）松浦工務店
茨城県東茨城郡茨城町小堤１７４３－１

49,140,000 円 一般

63 岐阜支部事務所衛生設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年9月28日
戸島工業（株）
岐阜県岐阜市本郷町5丁目16番地

44,064,000 円 一般

64 徳島支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年9月30日
（株）四電工
徳島県徳島市中前川町５丁目１番地１１５

22,680,000 円 一般

65 山梨支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月2日
（株）昌電社
山梨県甲府市太田町17-4

36,720,000 円 一般

66
和歌山支部事務所屋上防水・外壁等改修工
事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月2日
（株）Ｔ・ｍａｘ
大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番29号
アップルタワー大阪谷町2806号

13,770,000 円 一般

67 和歌山支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月2日
ダイダン（株）
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目9番25号

21,384,000 円 一般

68 群馬支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月5日
ニットーエンジニアリング（株）
群馬県前橋市大友町1-5-5

43,200,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号により随意契約

69 富山支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月6日
北陸電気工事（株）
富山県富山市小中269

24,602,400 円 一般
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70 岡山支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月7日
琴浦電気（株）
岡山県倉敷市粒浦578番地-5

41,688,000 円 一般

71 滋賀支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年10月8日
光電気工事（株）
愛知県名古屋市北区三軒町234番地

37,584,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号により随意契約

72 京都支部事務所電気設備改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年10月13日
三機工業（株）　関西支社
大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
ニッセイ新大阪ビル

27,864,000 円 一般

73
本部管理宿舎（駒込住宅）に係る屋上防水・
外壁及び内装等改修工事

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年10月14日
東海建設（株）
東京都中央区日本橋本石町４丁目２番１７号

25,920,000 円 一般

74
紙レセプト画像化に伴う画像取得用機器　一
式

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成27年11月2日
沖電気工業（株）
東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号

500,000,000 一般

75 什器の調達　一式
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成27年11月6日
水戸事務用品(株)
東京都千代田区６番町１番地

49,529,664 円 一般

76 福島支部事務所ＯＡ化フロア化等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年11月9日
新広建設（株）
福島県福島市腰浜町4-30

13,500,000 円 一般

77 福岡支部事務所外構及び内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

一般 不落
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78
山形支部事務所電気設備及び
ＯＡフロア化改修工事

理事長　　河内山　哲朗
東京都港区新橋2丁目1番3号

平成27年11月13日
太平電気(株)
宮城県若林区卸町東1丁目4番23号

47,520,000 円 一般

79 岡山支部事務所内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年11月27日
奥村建設（株）
岡山県岡山市南方一丁目5番2号

6,156,000 円 一般

80 山口支部事務所外構等改修工事
理事長　　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年12月1日
（株）西谷工務店
山口県山口市大内矢田北4丁目20番23号

12,852,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号により随意契約

81 大阪支部事務所内装及び外溝等改修工事
理事長　　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目１番３号

平成27年12月3日
規工川建設（株）
大阪府大阪市城東区中央3丁目3－12－705

14,040,000 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号により随意契約

82 兵庫支部事務所内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月7日
北川瀝青工業（株）神戸支店
兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町二丁目8番13号

6,474,600 円 一般
一般会計規程実施細則第43条第1項
第8号により随意契約

83 奈良支部事務所内装及び外構等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月8日
大倭殖産（株）
奈良県奈良市藤ノ木台一丁目2番15号

3,780,000 円 一般

84 神奈川支部事務所内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月9日
（株）ストラクス
千葉県千葉市美浜区高洲3-10-1

4,395,600 円 一般

85 宮城支部事務所内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月10日
宮城相扶（株）
宮城県仙台市青葉区立町27－21
仙台橋本ビル4Ｆ

17,236,800 円 一般
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86 岩手支部事務所内装等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月14日
橘建設（株）
岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪35－１

7,776,000 円 一般

87 熊本支部事務所外構等改修工事
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成27年12月16日
（有）伸成建設
熊本県熊本市東区戸島7丁目27番10号

8,078,400 円 一般

88 事務所地下駐車場防水改修等工事
支部長　　滝　禎夫
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成27年12月24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

60,438,982 円 一般
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％)

89
福岡支部事務所OAフロア化及び内装等改修
工事一式

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成28年1月13日
（株）ワーク
福岡県福岡市早良区原3丁目18番43号

29,700,000 円 一般

90 非常災害時における備蓄品の調達
支部長　　内山　守
大阪府大阪市北区鶴野町2－12

平成28年1月29日
（株）マツヤ商会
大阪府大阪市生野区中川5丁目9－2

594,000 円 一般

91 非常災害時における備蓄品の調達
支部長　　滝　禎夫
東京都豊島区南池袋2－28－10

平成28年2月1日
水戸事務用品（株）
東京都千代田区六番町1番地

2,012,634 円 一般

92
オンライン請求用セットアップCD-Rの調達一
式

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成28年2月2日
（株）ＭＯＺＭＡＣ
東京都中野区本町六丁目２７番１２号

630,936 円 一般

93 事務用椅子の調達　一式
理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成28年2月19日
水戸事務用品（株）
東京都千代田区６番町１番地

5,715,360 円 一般
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94
定年退職者に対する記念品ギフトの調達　一
式

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋2丁目3番1号

平成28年3月2日
（株）天賞堂
東京都中央区銀座四丁目３番９号

2,099,520 円 一般

95
マイナンバー及び法人番号の収集・保管・利
用に係る業務委託一式

理事長　河内山　哲朗
東京都港区新橋二丁目1番3号

平成28年3月29日
（株）シーイーシー
東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号

181,698,552 円 一般


