
様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 亀澤　典子

物品、役務等の名称及び数量 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
法人番号

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

労働者健康安全機構本部主催集合研
修における講師派遣一式

平成29年4月1日
（株）パトス
東京都港区南青山2丁目
4番17号

5010401024220 一般競争入札 － 9,894,960 －

平成29年度医師賠償責任保険付保一
式

平成29年4月1日

東京海上日動火災保険
（株）
東京都千代田区神田駿
河台3丁目11番1号

2010001008824 一般競争入札 － 332,477,420 －

平成29年度職員宿舎等に係る火災保
険付保一式

平成29年4月1日

あいおいニッセイ同和
損害保険（株）
東京都渋谷区恵比寿1丁
目28番1号

3011001027739 一般競争入札 － 6,429,100 －

DPCデータ分析システムの構築及び運
用管理一式

平成29年4月1日

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾃﾞｰﾀ･ﾋﾞｼﾞｮﾝ
（株）
東京都千代田区神田美
士代町7番地

7010001087640 一般競争入札 － 2,527,200 －

平成30年度労働者健康安全機構新規
事務職採用試験一式

平成29年4月28日

（株）日本経営協会総
合研究所
東京都新宿区西新宿2丁
目7番1号

3011001017517 一般競争入札 － 2,339,280 －

自動車保険付保一式 平成29年5月1日

損害保険ジャパン日本
興亜（株）
東京都新宿区西新宿1丁
目26番1号

4011101023372 一般競争入札 － 1,184,130 －

グループウェアシステムのライセン
ス更新及びデータセンター機器保守
運用一式

平成29年5月24日

NECネクサソリューショ
ンズ（株）
東京都港区三田一丁目4
番地の28

7010401022924 一般競争入札 － 7,169,040 －

産業保健情報誌「産業保健２１」
（８９～９２号）印刷製本

平成29年5月26日
サンメッセ（株）
岐阜県大垣市久瀬川町
七丁目5番地の1

9200001013658 一般競争入札 － 5,028,480 －

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 亀澤　典子

物品、役務等の名称及び数量 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
法人番号

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

20年勤続表彰者記念品「ボールペ
ン」（267組）及び30年勤続表彰者記
念品「ボールペン」（204組）

平成29年6月7日
（株）日新堂
東京都中央区銀座七丁
目9番地の13

9030001076656 一般競争入札 － 1,916,848 －

「平成29年度産業保健活動総合支援
業務アウトカム調査」業務委託一式

平成29年7月3日

（株）東京商工リサー
チ
東京都千代田区大手町1
丁目3番1号

5010001134287 一般競争入札 － 5,467,316 －

共通基盤の構築及び運用・保守並び
にデータセンター運用業務

平成29年7月10日
富士テレコム（株）
東京都板橋区板橋一丁
目53番地の2

6011401007346 一般競争入札 － 261,360,000 －

①平成29年産業保健関係助成金のご
案内リーフレット、②産業保健活動
総合支援センター事業案内の作成並
びに関係機関への送付

平成29年7月24日
（株）アイネット
東京都中央区銀座1丁目
16番21号

5010001067883 一般競争入札 － 1,015,200 －

平成29年度マネジメント監査及びペ
ネトレーションテスト業務委託一式

平成29年8月21日

富士通エフ・アイ・
ピー（株）
東京都港区芝浦一丁目2
番1号

6010601024969 一般競争入札 － 8,650,184 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（病院情報システム外１３式）

平成29年8月30日
NTTファイナンス（株）
東京都港区港南一丁目2
番7号

8010401005011 一般競争入札 － 2,080,280,880 －

看護衣等の購入 平成29年9月1日
（株）トーホーユニ
東京都千代田区神田小
川町2丁目1番7号

7010001024668 一般競争入札 － 2,782,436 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における全自動免疫染色装
置一式

平成29年9月22日
（株）カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 6,264,000 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 亀澤　典子

物品、役務等の名称及び数量 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
法人番号

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

次期データセンターに係るインター
ネット接続サービス更新

平成29年10月6日

NTTコミュニケーション
ズ（株）
東京都千代田区内幸町
１丁目１番６号

7010001064648 一般競争入札 － 5,043,060 －

医療機器に係るファイナンス・リー
ス（乳房Ｘ線撮影装置外１１式）

平成29年11月13日
NTTファイナンス（株）
東京都港区港南一丁目2
番7号

8010401005011 一般競争入札 － 532,133,712 －

機密文書外部保管及び集荷業務一式 平成29年12月26日
三菱倉庫（株）
東京都中央区新川一丁
目28番24号

8010001034947 一般競争入札 － 14,139,846 －

人事給与システム更新に伴うデータ
移行及びテスト支援業務一式

平成29年12月28日

グラビス・アーキテク
ツ(株)
東京都港区赤坂２丁目
２０番５号

6430001049574 一般競争入札 － 13,824,000 －

「治療と仕事の両立支援に係る周
知」広報業務一式

平成30年1月22日
(株)日本経済社
東京都中央区銀座７丁
目１３番２０号

6010001062000 一般競争入札 － 15,530,400 －

産業保健・賃金援護システム基幹
サーバーの更新及び移行一式

平成30年1月25日

（株）エス・ティ・ア
イ
東京都板橋区板橋三丁
目9番地の7

4011401000922 一般競争入札 － 14,904,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（①マイ
クロプレートリーダー一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 4,100,220 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（②超低
温フリーザー一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 3,046,680 －
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様式第23号（第27条の２関係）

施設名 労働者健康安全機構本部
施設の所在地
契約担当役氏名 亀澤　典子

物品、役務等の名称及び数量 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
法人番号

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）

予定価格（税込、
円）

契約金額（税込、
円）

落札率 備　　考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号事務管理棟

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（③アス
ベスト測定用位相差顕微鏡一式）

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 3,186,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（④アス
ベスト測定用位相差顕微鏡一式（カ
ンファレンス用））

平成30年1月29日
(株)五洋医療器
広島県福山市明神町２
丁目２番３０号

1240001039582 一般競争入札 － 5,054,400 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（⑤オー
ルインワン蛍光顕微鏡一式）

平成30年1月29日
(株)カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 11,009,844 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における機器調達（⑥ＦＩ
ＳＨ標本作製装置一式）

平成30年1月29日
(株)カワニシ
岡山県岡山市北区今１
丁目４番３１号

8260001008348 一般競争入札 － 4,860,000 －

アスベスト関連疾患研究・研修施設
（仮称）における映像・音響設備他
一式

平成30年1月29日
(株)両備システムズ
岡山県岡山市南区豊成
２丁目７番１６号

8260001007077 一般競争入札 － 10,584,000 －

産業保健総合支援センター等におけ
る統合脅威管理機器（UTM)情報セ
キュリティサービス業務

平成30年3月12日

キヤノンマーケティン
グジャパン（株）
東京都港区港南２丁目
１６－６

5010401008297 一般競争入札 － 7,767,360 －

治療と仕事の両立支援カード収納用
スタンドの購入一式

平成30年2月23日
（株）ミクニ商会
東京都千代田区鍛冶町1
丁目8番6号

010001030093 一般競争入札 － 8,143,416 －
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