
様式第21号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及び種別 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（総合評価

の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

受変電設備高圧遮断器更新工事
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年5月29日～令和3年3月31日

令和2年5月29日
大栄電気株式会社
東京都中央区湊一丁目１４番１５号

一般競争入札 － 8,690,000 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地区）
研究本館404、406、408号室整備工事
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年8月4日～令和2年9月25日

令和2年8月4日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-４-８ブロ
ケードビル４Ｆ

一般競争入札 － 7,700,000 －

材料新技術実験棟１Ｆ高速回転等実験室改
修工事（ワイヤーロープ式試験機の製造、設
置）
東京都清瀬市梅園1-4-6
令和2年8月7日～令和3年3月26日

令和2年8月7日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２２号

一般競争入札 － 92,400,000 －

共同研究実験棟・運動計測実験室改修
工事
東京都清瀬市梅園1-4-6
令和2年8月21日～令和2年12月28日

令和2年8月21日
株式会社丹青社
東京都港区港南一丁目２番７０号

一般競争入札 － 170,500,000 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地区）
研究本館３２６号室・３１９号室改修工事
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年9月18日～令和2年11月16日

令和2年9月18日
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮下本町二
丁目４０番５号

一般競争入札 － 5,366,900 －

工学実験棟改修工事詳細設計業務
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年9月23日～令和3年3月31日

令和2年9月23日
株式会社エイ．アンド．エス．システム
東京都千代田区飯田橋三丁目１１番１
３号

一般競争入札 － 14,300,000 －

二酸化炭素消火設備制御盤他更新工
事
神奈川県秦野市平沢2445
令和2年10月2日～令和3年3月31日

令和2年10月2日
ホーチキ株式会社
東京都品川区上大崎二丁目１０番４３
号

一般競争入札 － 1,320,000 －

競争入札に係る情報の公表（工事）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名



様式第21号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及び種別 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・
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位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（工事）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

労働安全衛生総合研究所（登戸地区）
研究本館２０４号室改修工事
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年10月28日～令和2年12月25日

令和2年10月28日
株式会社イコムズ
東京都調布市上石原一丁目１７番地５

一般競争入札 － 5,060,000 －

睡眠実験室改修工事詳細設計業務
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年11月5日～令和3年3月26日

令和2年11月5日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎二丁目１８番１号

一般競争入札 － 11,990,000 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地区）
管理課　過労死センター室等換気改善
工事
神奈川県川崎市多摩区長尾6-21-1
令和2年12月24日～令和3年3月31日

令和2年12月24日
第一工業株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

一般競争入札 － 3,960,000 －



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

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

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

研究本館電子顕微鏡室エアコ
ン設置工事、神奈川県川崎市
多摩区長尾6-21-1、令和2年4
月15日～令和2年5月31日

令和2年4月15日
株式会社櫻澤工務店
神奈川県川崎市高津区上作
延８３７番地

会計細則第52条第9号 - 1,032,900 - -

危険物倉庫の防爆換気改修作
業、東京都清瀬市梅園1-4-6、
令和2年6月16日～令和2年8月
31日

令和2年6月16日

貴商エンジニアリング株式会
社
埼玉県戸田市笹目南町３８-
１０

会計細則第52条第9号 - 2,101,000 - -

飲水用給水パネル更新工事、
神奈川県秦野市平沢2445、令
和2年6月18日～令和2年7月31
日

令和2年6月18日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目
６番６号

会計細則第52条第9号 - 1,738,000 - -

管理棟2階所長代理室エアコン
増設工事、神奈川県川崎市多
摩区長尾6-21-1、令和2年6月
24日～令和2年8月31日

令和2年6月24日
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２-４０-５

会計細則第52条第9号 - 1,470,700 - -

廃水処理施設次亜塩素酸用タ
ンク更新工事、神奈川県秦野市
平沢2445、令和2年6月26日～
令和2年11月30日

令和2年6月26日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目
６番６号

会計細則第52条第9号 - 1,793,000 - -

受水槽FMバルブ交換作業、神
奈川県秦野市平沢2445、令和2
年7月6日～令和2年9月30日

令和2年7月6日
有限会社横浜管設
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町１１３６番地の７

会計細則第52条第9号 - 1,441,000 - -

汚泥供給ポンプ（Y-108）交換工
事、神奈川県秦野市平沢2445、
令和2年7月6日～令和2年11月
30日

令和2年7月6日
有限会社横浜管設
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町１１３６番地の７

会計細則第52条第9号 - 2,108,700 - -

随意契約に係る情報の公表（工事）



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

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

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

本部棟4Fの空調機器更新工
事、東京都清瀬市梅園1-4-6、
令和2年7月9日～令和2年7月
31日

令和2年7月9日
株式会社興建社多摩支店
東京都東村山市野口町１-１
３-１

会計細則第52条第9号 - 2,409,000 - -

研究本館516号室整備工事（化
学物質センター）、神奈川県川
崎市多摩区長尾6-21-1、令和2
年7月14日～令和2年8月31日

令和2年7月14日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-
４-８ブロケードビル４Ｆ

会計細則第52条第9号 - 1,043,900 - -

活性炭チャンバードレンユニット
追加及び部品交換、神奈川県
秦野市平沢2445、令和2年7月
28日～令和2年11月30日

令和2年7月28日
株式会社協立製作所
東京都千代田区神田猿楽町
二丁目５番８号

会計細則第52条第9号 - 2,468,400 - -

墜落転落防止研究棟新設工
事に係る申請業務等、東京
都清瀬市梅園1-4-6、令和2
年8月3日～令和3年2月28日

令和2年8月3日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎二丁目
１８番１号

会計細則第52条第2号 8,492,000 8,492,000 100.0% －

労働災害調査分析センター事
務室改修工事、東京都清瀬市
梅園1-4-6、令和2年8月4日～
令和2年8月31日

令和2年8月4日
株式会社コイヌマ
東京都立川市高松町１－１７
－２６

会計細則第52条第9号 - 2,498,870 - -

排水送水ポンプ交換作業、神奈
川県秦野市平沢2445、令和2年
8月5日～令和3年1月29日

令和2年8月5日
有限会社横浜管設
神奈川県横浜市神奈川区菅
田町１１３６番地の７

会計細則第52条第9号 - 1,389,300 - -

Ｓ０３実験設備交換及び更新工
事、神奈川県秦野市平沢2445、
令和2年10月29日～令和3年3
月31日

令和2年10月29日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目
６番６号

会計細則第52条第9号 - 2,046,000 - -



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

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

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

研究本館511号室エアコン増設
工事、神奈川県川崎市多摩区
長尾6-21-1、令和2年11月10日
～令和3年1月29日

令和2年11月10日
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２-４０-５

会計細則第52条第9号 - 1,332,210 - -

研究本館120号室面格子設置
工事、神奈川県川崎市多摩区
長尾6-21-1、令和2年11月12日
～令和3年1月29日

令和2年11月12日
株式会社櫻澤工務店
神奈川県川崎市高津区上作
延８３７番地

会計細則第52条第9号 - 2,090,000 - -

pH中和装置内構成品交換工
事、神奈川県川崎市多摩区長
尾6-21-1、令和2年11月25日～
令和3年1月29日

令和2年11月25日
内外化学製品株式会社
東京都品川区南大井５-１２-
２

会計細則第52条第9号 - 1,320,000 - -

７０１室壁防護板取付工事、神
奈川県秦野市平沢2445、令和2
年12月4日～令和3年3月31日

令和2年12月4日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目
６番６号

会計細則第52条第9号 - 1,485,000 - -

登戸地区トイレ及び渡り廊下B人
感センサ設置工事、神奈川県川
崎市多摩区長尾6-21-1、令和2
年12月11日～令和3年2月26日

令和2年12月11日
大栄電気株式会社
東京都中央区湊１－１４－１５

会計細則第52条第9号 - 1,650,000 - -

化学系ピット蓋枠交換工事、神
奈川県秦野市平沢2445、令和2
年12月18日～令和3年3月26日

令和2年12月18日
株式会社関東建築施工
神奈川県平塚市土屋２２９８
番１６

会計細則第52条第9号 - 1,540,000 - -

外壁塗装修繕工事、神奈川県
秦野市平沢2445、令和2年12月
21日～令和3年3月26日

令和2年12月21日
株式会社関東建築施工
神奈川県平塚市土屋２２９８
番１６

会計細則第52条第9号 - 1,650,000 - -
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施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

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

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

純水装置薬注配管更新工事、
神奈川県秦野市平沢2445、令
和2年12月21日～令和3年3月
26日

令和2年12月21日

三菱ケミカルアクア・ソリュー
ションズ株式会社
東京都品川区大崎一丁目１
１番２号

会計細則第52条第9号 - 2,491,500 - -

蒸気減圧弁交換及びボイラー給
水ブースターポンプ交換工事、
神奈川県川崎市多摩区長尾6-
21-1、令和2年12月22日～令和
3年3月26日

令和2年12月22日
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町２-４０-５

会計細則第52条第9号 - 1,133,000 - -

登戸地区研究本館屋上防水補
修工事、神奈川県川崎市多摩
区長尾6-21-1、令和2年12月24
日～令和3年3月26日

令和2年12月24日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-
４-８ブロケードビル４Ｆ

会計細則第52条第9号 - 2,032,800 - -

研究棟３階電子顕微鏡実験室
空調設備工事、神奈川県秦野
市平沢2445、令和3年1月8日～
令和3年2月10日

令和3年1月8日
湘南エアコン株式会社
神奈川県平塚市北金目２丁
目８番９号

会計細則第52条第9号 - 2,310,000 - -

管理棟２F過労死センター室扉
改修工事、神奈川県川崎市多
摩区長尾6-21-1、令和3年1月
13日～令和3年3月31日

令和3年1月13日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-
４-８ブロケードビル４Ｆ

会計細則第52条第9号 - 2,418,900 - -

流動棟補修工事、神奈川県川
崎市多摩区長尾6-21-1、令和3
年1月18日～令和3年3月31日

令和3年1月18日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-
４-８ブロケードビル４Ｆ

会計細則第52条第9号 - 2,478,300 - -

管理棟１階食堂改修工事、神奈
川県川崎市多摩区長尾6-21-
1、令和3年1月21日～令和3年3
月31日

令和3年1月21日
株式会社イコムズ
東京都千代田区神田錦町１-
４-８ブロケードビル４Ｆ

会計細則第52条第9号 - 2,442,000 - -
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施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
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随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

研究棟本館510号室改修工事、
神奈川県川崎市多摩区長尾6-
21-1、令和3年1月26日～令和3
年3月26日

令和3年1月26日
株式会社オカモト
神奈川県相模原市中央区宮
下本町二丁目４０番５号

会計細則第52条第9号 - 2,499,750 - -

ホルマリン処理装置修繕工事、
神奈川県秦野市平沢2445、令
和3年2月2日～令和3年3月26
日

令和3年2月2日
株式会社セフテック
神奈川県大和市中央林間四
丁目１１番２３号

会計細則第52条第9号 - 1,188,000 - -

純水製造設備棟屋上防水工
事、神奈川県秦野市平沢2445、
令和3年2月10日～令和3年3月
26日

令和3年2月10日
株式会社関東建築施工
神奈川県平塚市土屋２２９８
番１６

会計細則第52条第9号 - 2,365,000 - -

消防設備点検結果指摘事項修
繕、神奈川県秦野市平沢2445、
令和3年2月12日～令和3年3月
31日

令和3年2月12日
株式会社新和防災
神奈川県秦野市新町１０番６
７号

会計細則第52条第9号 - 1,967,900 - -

研究本館113-115号室内粉じん
発生室撤去工事、神奈川県川
崎市多摩区長尾6-21-1、令和3
年3月4日～令和3年3月31日

令和3年3月4日
株式会社セフテック
神奈川県大和市中央林間四
丁目１１番２３号

会計細則第52条第9号 - 2,299,000 - -

材料棟４階空調機更新工事、東
京都清瀬市梅園1-4-6、令和3
年3月9日～令和3年3月31日

令和3年3月9日
株式会社興建社多摩支店
東京都東村山市野口町１-１
３-１

会計細則第52条第9号 - 2,420,000 - -

清瀬地区環境安全実験棟人工
環境室冷凍機・空調機部品交
換管工事、東京都清瀬市梅園
1-4-6、令和3年3月10日～令和
3年3月31日

令和3年3月10日
三菱重工冷熱株式会社
東京都大田区東糀谷四丁目
６番３２号

会計細則第52条第9号 - 1,540,000 - -



様式第22号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

工事の名称、場所、期間及
び種別

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

随意契約によることとした根拠となる
会計細則の条項及び理由（企画競

争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を
含む。単位：

円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（工事）

所内和式便器様式化工事、東
京都清瀬市梅園1-4-6、令和3
年3月17日～令和3年3月31日

令和3年3月17日
日本カルミック株式会社
東京都千代田区九段南１－
５－１０

会計細則第52条第9号 - 2,497,000 - -



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋二丁目４７番６号

一般競争入札 － 2,195 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,687,600円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋二丁目４７番６号

一般競争入札 － 2,596 －
1時間あたり単
価（見込み総額
4,361,280円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋二丁目４７番６号

一般競争入札 － 1,870 －
1時間あたり単
価（見込み総額
897,600円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋二丁目４７番６号

一般競争入札 － 1,870 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,077,120円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社JPキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋二丁目４７番６号

一般競争入札 － 1,975 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,137,600円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
WBD株式会社立川支店　東京都千代
田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 3,168 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,041,280円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
WBD株式会社立川支店　東京都千代
田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 2,889 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,733,400円）

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
WBD株式会社立川支店　東京都千代
田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 3,157 －
1時間あたり単
価（見込み総額
5,682,600円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
WBD株式会社立川支店　東京都千代
田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 3,593 －
1時間あたり単
価（見込み総額
6,036,240円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社エル・コーエイ　東京都千代
田区麴町四丁目２番地

一般競争入札 － 1,859 －
1時間あたり単
価（見込み総額
446,160円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社エル・コーエイ　東京都千代
田区麴町四丁目２番地

一般競争入札 － 3,190 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,215,520円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社エル・コーエイ　東京都千代
田区麴町四丁目２番地

一般競争入札 － 1,914 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,102,464円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社エル・コーエイ　東京都千代
田区麴町四丁目２番地

一般競争入札 － 2,024 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1157,728円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
パーソルテンプスタッフ株式会社　東京
都渋谷区代々木二丁目１番１号

一般競争入札 － 2,653 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,910,160円）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
パーソルテンプスタッフ株式会社　東京
都渋谷区代々木二丁目１番１号

一般競争入札 － 3,039 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,458,720円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
パーソルテンプスタッフ株式会社　東京
都渋谷区代々木二丁目１番１号

一般競争入札 － 2,255 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,788,400円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,156 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,492,720円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,156 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,492,720円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,156 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,492,720円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,156 －
1時間あたり単
価（見込み総額
3,622,080円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,156 －
1時間あたり単
価（見込み総額
2,897,664円）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アーデントスタッフ　神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地
１３

一般競争入札 － 2,002 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,441,440円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
アドバンテック株式会社　大阪府大阪
市淀川区宮原三丁目５番３６号

一般競争入札 － 2,420 －
1時間あたり単
価（見込み総額
580,800円）

令和２年度派遣労働者 令和2年4月1日
株式会社アニマルケア　東京都新宿区
西新宿五丁目１８番１４号

一般競争入札 － 3,080 －
1時間あたり単
価（見込み総額
5,174,400円）

労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）の
警備保安業務

令和2年4月1日
株式会社須田ビルメンテナンス　東京
都立川市砂川町四丁目２４番地の１３

一般競争入札 － 5,269,000 －

清瀬地区内計算機及びネットワーク運用
保守

令和2年4月1日
東京コンピュータサービス株式会社
東京都文京区一丁目１８番６号

一般競争入札 － 52,800,000 － 2年契約

清瀬地区における吸収冷温水機保守点
検業務　一式

令和2年4月1日
株式会社ライズテクノサービス　大阪府
貝塚市橋本４２番地５

一般競争入札 － 2,310,000 － 2年契約

令和2年度「労働安全衛生研究」誌編
集・印刷製本・発送業務

令和2年4月1日
株式会社總北海　北海道旭川市工業
団地二条一丁目１番２３号

一般競争入札 － 972,840 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

実験動物管理業務 令和2年4月1日
株式会社アニマルケア　東京都新宿区
新宿五丁目１８番１４号

一般競争入札 － 36,643,200 － 2年契約

空調自動制御機器年間保守点検業務 令和2年4月1日
日本電技株式会社　東京都墨田区両
国二丁目１０番１４号

一般競争入札 － 7,150,000 － 2年契約

汚水処理装置保守点検及び水質分析
業務

令和2年4月1日
株式会社環境技研　東京都杉並区南
荻窪四丁目１１番１０号

一般競争入札 － 8,712,000 － 2年契約

ボイラー等受検準備等作業 令和2年4月1日
株式会社ＩＨＩ汎用ボイラ　東京都江東
区深川二丁目８番１９号

一般競争入札 － 6,435,000 － 2年契約

吸収冷凍機・冷温水機保守点検業務
一式

令和2年4月1日
株式会社ライズテクノサービス　大阪府
貝塚市橋本４２番地５

一般競争入札 － 2,574,000 － 2年契約

生物化学実験棟（ＲＩ実験施設）年間保
守

令和2年4月1日
株式会社セフテック　神奈川県大和市
中央林間四丁目１１番２３号

一般競争入札 － 7,920,000 －

ガスクロマトグラフ質量分析装置（Ａｇｉｌｅｎ
ｔ ５９７７Ｂ ＧＣ／ＭＳシステム)保守点検

令和2年4月1日
西川計測株式会社　東京都渋谷区
代々木三丁目２２番７号

一般競争入札 － 3,025,000 － 2年契約



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

過労死センターパソコン賃借 令和2年4月1日
株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号

一般競争入札 － 2,290,596 －

PCリース（研究推進センター） 令和2年4月1日
株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号

一般競争入札 － 2,858,856 － 2年契約

基本健診支援業務及び多項目健診予
約代行業務

令和2年4月1日
バイオコミュニケーションズ株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１５
－１０

一般競争入札 － 127,783,040 － 4年契約

臨床検査・試料分離分注保存業務に係
る単価契約

令和2年4月1日
株式会社江東微生物研究所　東京都
江戸川区西小岩五丁目１８番６号

一般競争入札 － 864,582,400 － 4年契約

日本バイオアッセイ研究センターにおけ
る施設管理業務

令和2年4月1日
株式会社アネシス　東京都千代田区神
田小川町三丁目３番地

一般競争入札 － 153,370,800 － 2年契約

日本バイオアッセイ研究センターにおけ
る清掃業務

令和2年4月1日
株式会社トリートップ　東京都練馬区石
神井町二丁目７番５号

一般競争入札 － 7,436,000 － 2年契約

日本バイオアッセイ研究センターにおけ
る病理検査業務

令和2年4月1日
トータルサービス株式会社　神奈川県
平塚市八重咲町２番８号

一般競争入札 － 51,749,280 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

日本バイオアッセイ研究センターにおけ
る実験動物飼育管理業務

令和2年4月1日
株式会社松沢興産　神奈川県秦野市
菩提１６４番地の１

一般競争入札 － 87,219,000 －

吸入試験管理業務委託 令和2年4月1日
株式会社松沢興産　神奈川県秦野市
菩提１６４番地の１

一般競争入札 － 12,012,000 －

排気処理施設の活性炭カートリッジ交換
作業に係る単価契約

令和2年4月1日
株式会社ユニオンサービス　静岡県袋
井市大野６５１５番地の１

一般競争入札 － 28,866,332 － 単価契約

多項目自動血球分析装置（XN-2000V)
の保守点検

令和2年4月1日
株式会社池田理化　東京都千代田区
鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 5,379,000 － 3年契約

マウス・ラットの購入 令和2年4月1日
日本クレア株式会社　東京都目黒区東
山一丁目２番７号

一般競争入札 － 37,518,118 － 単価契約

マウス・ラットの購入 令和2年4月1日
日本チャールス・リバー株式会社　神
奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１７
番６号

一般競争入札 － 3,599,750 － 単価契約

マウス・ラットの購入 令和2年4月1日
日本エスエルシー株式会社　静岡県浜
松市西区湖東町３３７１番地の８

一般競争入札 － 3,221,900 － 単価契約



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
ミドリ安全湘南株式会社　神奈川県平
塚市中原三丁目１９番１２号

一般競争入札 － 3,112,450 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
株式会社宮川商店　東京都墨田区石
原四丁目１７番７号

一般競争入札 － 4,640,472 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
株式会社江田商会　神奈川県横浜市
港北区新羽町２８４番地

一般競争入札 － 1,236,389 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
株式会社池田理化　東京都千代田区
鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 3,307,056 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
株式会社島津アクセス　東京都台東区
浅草橋五丁目２０番８号

一般競争入札 － 2,361,953 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
島津サイエンス東日本株式会社　東京
都台東区浅草橋五丁目２０番８号

一般競争入札 － 566,346 － 単価契約

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
尾崎理化株式会社　神奈川県相模原
市緑区根小屋１８８８番地

一般競争入札 － 15,564,220 － 単価契約



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

日本バイオアッセイ研究センターで令和
2年度に使用予定の実験用試薬・消耗器
材等の単価契約

令和2年4月1日
理科研株式会社　愛知県名古屋市中
区新栄一丁目３３番１号

一般競争入札 － 589,226 － 単価契約

カラー複合機　三式 令和2年4月1日
日通商事株式会社　東京都港区海岸
一丁目１４番２２号

一般競争入札 － 3,372,600 － 5年契約

非装着シート型睡眠計等　四十式 令和2年4月1日
パラマウントベッド株式会社　東京都江
東区東砂二丁目１４番５号

一般競争入札 － 4,356,000 －

卓上ＳＥＭ用エネルギー分散型X線分析
器　一式

令和2年4月14日
株式会社菱光社　東京都江東区豊洲
五丁目４番９号

一般競争入札 － 4,999,500 －

日本バイオアッセイ研究センターで使用
する灯油

令和2年4月17日
久良岐屋石油株式会社　神奈川県横
浜市港北区小机町２５６１番地

一般競争入札 － 41,800 －
１kLあたり単価
（見込み総額
8,067,400円）

空力エアロゾル分級装置　一式 令和2年5月29日
森村商事株式会社　東京都港区虎ノ
門一丁目３番１号

一般競争入札 － 10,555,600 －

労働者のための新しい心肺持久力測定
法の開発に係る調査・測定業務委託

令和2年6月10日
株式会社ＴＨＦ　茨城県つくば市天久
保二丁目１４番２

一般競争入札 － 10,417,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

安衛研で開発した心肺持久力評価法の
妥当性検証に向けた介入実験に関わる
業務委託

令和2年6月10日
株式会社ＴＨＦ　茨城県つくば市天久
保二丁目１４番２

一般競争入札 － 1,980,000 －

３次元動作解析ソフトウェアＶｉｓｕａｌ３Ｄ
一式

令和2年6月18日
株式会社ナックイメージテクノロジー
東京都港区北青山二丁目１１番３号

一般競争入札 － 1,298,000 －

日本バイオアッセイ研究センターで使用
する灯油

令和2年6月19日
久良岐屋石油株式会社　神奈川県横
浜市港北区小机町２５６１番地

一般競争入札 － 46,090 －
１kLあたり単価
（見込み総額
4,424,640円）

イメージインテンシファイアユニット（暗室
カメラ)　一式

令和2年6月25日
太陽計測株式会社　東京都大田区山
王一丁目２番６号

一般競争入札 － 4,999,500 －

令和２年度労働者派遣契約（化学物質
情報管理研究センター）

令和2年6月29日
株式会社スタッフサービス　東京都千
代田区神田練塀町８５番地

一般競争入札 － 1,980 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,247,400円）

労働安全衛生総合研究所清瀬地区にお
ける除草・剪定等作業

令和2年6月30日
株式会社コンネット　東京都府中市是
政二丁目３０番地の５１

一般競争入札 － 1,188,000 －

労働安全衛生総合研究所で使用する電
気

令和2年7月1日
丸紅新電力株式会社　東京都中央区
日本橋二丁目７番１号

一般競争入札 － 99,903,911 －
単価契約
（27か月）



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

日本バイオアッセイ研究センターで使用
する電気

令和2年7月1日
東京電力エナジーパートナー株式会
社　東京都千代田区内幸町一丁目１番
３号

一般競争入札 － 87,640,504 －
単価契約
（15か月）

労働安全衛生総合研究所で使用するガ
ス

令和2年7月1日
東京瓦斯株式会社　東京都港区海岸
一丁目５番２０号

一般競争入札 － 52,966,630 －
単価契約
（27か月）

日本バイオアッセイ研究センターで使用
するガス

令和2年7月1日
東京電力エナジーパートナー株式会
社　東京都千代田区内幸町一丁目１番
３号

一般競争入札 － 66,647,821 －
単価契約
（15か月）

マウス飼育用架台　一式 令和2年7月2日
日本クレア株式会社　東京都目黒区東
山一丁目２番７号

一般競争入札 － 13,984,124 －

運動負荷モニタリングシステム　一式 令和2年7月3日
日立キャピタル株式会社　東京都港区
西新橋一丁目３番１号

一般競争入札 － 5,737,600 －
リース契約
（32か月）

鉄筋コンクリート壁試験体作成　一式 令和2年7月7日
株式会社興建社多摩支店　東京都東
村山市野口町１－１３－１

一般競争入札 － 5,610,000 －

副業・兼業を行う労働者の健康状況等に
関するＷＥＢ調査

令和2年7月15日
株式会社ｈａｍｏｎ　神奈川県横浜市保
土ヶ谷区鎌谷町２９９番地１２０

一般競争入札 － 6,358,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

定期健康診断及び特殊健康診断の実施 令和2年7月17日
一般財団法人産業保健協会　東京都
大田区多摩川一丁目３番１８号

一般競争入札 － 1,155,220 － 単価契約

土壌試料再発じんシステムの改造　一式 令和2年7月28日
柴田科学株式会社　東京都台東区池
之端二丁目６番６号

一般競争入札 － 2,613,600 －

令和２年度労働者派遣契約（実験補助
業務）

令和2年8月3日
パーソルテンプスタッフ株式会社
東京都渋谷区代々木二丁目１番１号

一般競争入札 － 2,970 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,603,800円）

全有機炭素計 令和2年8月3日
島津サイエンス東日本株式会社
東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

一般競争入札 － 6,479,000 －

研究本館４０４、４０６、４０８号室什器の調
達及び設置業務

令和2年8月4日
大丸株式会社
北海道札幌市中央区南一条西三丁目
２番地

一般競争入札 － 2,475,000 －

耐Gアンプユニット用計測システム 令和2年8月11日
日鉄レールウェイテクノス株式会社
大阪府大阪市此花区島屋五丁目１番１
０９号

一般競争入札 － 54,542,400 －

四重極ＭＳ／ＭＳ・Ｑ－ＴＯＦシステム 令和2年8月11日
株式会社江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４番
地

一般競争入札 － 132,000,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

放射線疫学システムの刷新に係る調査・
業務見直し・調達支援等業務

令和2年8月14日
サイファー株式会社
東京都渋谷区神宮前六丁目１９番１６
号

一般競争入札 － 29,826,500 －

非装着シート型睡眠計等　三十式 令和2年8月14日
パラマウントベッド株式会社
東京都江東区東砂二丁目１４番５号

一般競争入札 － 3,267,000 －

最小着火エネルギー試験装置 令和2年8月17日
株式会社トーホ－
東京都江戸川区松江一丁目１番１３号

一般競争入札 － 17,600,000 －

分子解析機器 令和2年8月17日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 16,200,800 －

粉末X線回折装置 令和2年8月18日
株式会社リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目１４番４号

一般競争入札 － 28,600,000 －

波長分散蛍光X線分析装置 令和2年8月18日
株式会社リガク東京支店
東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目１４番４号

一般競争入札 － 25,740,000 －

分流式精密湿度供給装置 令和2年8月21日
株式会社第一科学
東京都文京区本郷二丁目１２番１３号

一般競争入札 － 4,895,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

転倒予兆検知機能試験装置改造 令和2年8月24日
株式会社穂高商会
東京都練馬区石神井町七丁目２０番２
１号

一般競争入札 － 4,274,600 －

検体保管システム（超低温フリーザー・管
理システム）

令和2年8月24日

ブルックス・ジャパン株式会社ライフサ
イエンス事業部
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目
８番８号日総第１６ビル９階

一般競争入札 － 13,918,300 －

レーザー顕微鏡（共焦点型レーザー顕
微鏡等）

令和2年8月27日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２２号

一般競争入札 － 44,814,000 －

振動感覚計 令和2年8月27日
リオン株式会社
東京都国分寺市東元町三丁目２０番４
１号

一般競争入札 － 2,508,000 －

表面質量分布測定装置 令和2年8月31日
株式会社江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽町２８４番
地

一般競争入札 － 12,870,000 －

走査型電子顕微鏡（ＥＲＡ－６００ＦＥ)の
電子銃交換

令和2年9月1日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２２号

一般競争入札 － 2,021,800 －

マルチプレートリーダー　一式 令和2年9月1日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 5,665,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫
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所
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（消費税を
含む。単
位：円）
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落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

密閉式自動固定包埋装置　一式 令和2年9月1日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 6,765,000 －

ＣＯＤ分析装置　一式 令和2年9月1日
環境計測株式会社
京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町
８４番地

一般競争入札 － 3,795,000 －

ジブロモメタンの単価契約 令和2年9月2日
稲垣薬品興業株式会社
神奈川県横浜市中区野毛町一丁目１７
番地

一般競争入札 － 24,200 －
１本あたり単価
（見込み総額
3,146,000円）

多次元ハイコンテントアナリシスシステム
一式

令和2年9月3日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番
６号

一般競争入札 － 29,999,000 －

災害多発機械を対象とした簡易リスクア
セスメント支援システムの改良作業

令和2年9月3日
株式会社ＭｅｔａＭｏＪｉ
東京都港区六本木一丁目７番２７号

一般競争入札 － 6,908,000 －

カーボンコータ　一式 令和2年9月4日
メイワフォーシス株式会社
東京都新宿区新宿一丁目１４番２号

一般競争入札 － 1,978,460 －

小型反応熱量測定装置　一式 令和2年9月7日
株式会社東京インスツルメンツ
東京都江戸川区西葛西六丁目１８番１
４号

一般競争入札 － 18,260,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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所

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
（消費税を
含む。単
位：円）
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落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

労働者派遣契約（材料強度試験の実施
他業務）

令和2年9月11日
ＷＤＢ株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 3,043 －
1時間あたり単
価（見込み総額
2,373,540円）

「ＮＥＷＳ健診だより第５号」印刷発行発
送業務

令和2年9月17日
野崎印刷紙器株式会社
神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁
目９０７番地

一般競争入札 － 1,298,000 －

グレーバ炉本体　一式 令和2年9月28日
株式会社パルメトリクス
埼玉県飯能市美杉台一丁目２１番地５

一般競争入札 － 3,729,000 －

電気炉コントローラ　一式 令和2年9月28日
株式会社パルメトリクス
埼玉県飯能市美杉台一丁目２１番地５

一般競争入札 － 2,453,000 －

液体噴霧現象可視可視化システム　一
式

令和2年9月29日
日本電計株式会社
東京都台東区上野五丁目１４番１２号

一般競争入札 － 15,070,000 －

「生物試料登録システム」開発業務委託 令和2年10月1日
一般社団法人CDAA
広島県広島市中区八丁堀６番７号

一般競争入札 － 3,960,000 －

病理組織用固定・包埋、保存用機器　一
式

令和2年10月1日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 6,435,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

情報セキュリティ対策等コンサルティング
業務

令和2年10月15日
株式会社ＭＣセキュリティ
島根県松江市北陵町５１番２号

一般競争入札 － 6,600,000 －

テレワーク用ノートPC等のリース（放射線
疫学研究）　一式

令和2年10月20日
株式会社ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

一般競争入札 － 73,953 －
リース契約
（41か月）

粒子状物質吸入実験装置　一式 令和2年10月21日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目６番６号

一般競争入札 － 69,300,000 －

異常反応を考慮したリスクアセスメント等
実施のための反応熱量推定支援ツール
の開発

令和2年10月26日
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町二丁目３番
地

一般競争入札 － 2,750,000 －

垂直・水平荷重試験機及び建材試験機
の整備点検

令和2年10月28日
株式会社東京衡機試験機
東京都千代田区神田佐久間町一丁目
９番地

一般競争入札 － 2,200,000 －

放射線疫学システムのアップグレード作
業及びモバイル機器通信保守業務委託

令和2年10月28日
一般社団法人ＣＤＡＡ
広島県広島市中区八丁堀６番７号

一般競争入札 － 2,640,000 －

凍結乾燥機　一式 令和2年10月30日
理科研株式会社
愛知県名古屋市中区新栄一丁目３３番
１号

一般競争入札 － 5,093,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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所
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落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

全自動血液凝固測定装置　一式 令和2年10月30日
尾崎理化株式会社
神奈川県相模原市緑区根小屋１８８８
番地

一般競争入札 － 7,810,000 －

電気式疲労試験機 　一式 令和2年11月5日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２２号

一般競争入札 － 19,470,000 －

労働者派遣契約（破壊試験の実施他業
務）

令和2年11月10日
ＷＤＢ株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

一般競争入札 － 3,080 －
1時間あたり単
価（見込み総額
1,871,100円）

ゼータ電位・動的光散乱粒径分布装置
一式

令和2年11月13日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広三丁目１２番
６号

一般競争入札 － 19,316,000 －

インストロン8803型試験機点検および精
度検証等

令和2年11月30日
インストロンジャパンカパニリミテッド
神奈川県川崎市宮前区宮前平一丁目
８番９号

一般競争入札 － 1,705,000 －

短期吸入実験設備改修業務 令和2年12月1日
柴田科学株式会社
東京都台東区池之端二丁目６番６号

一般競争入札 － 7,700,000 －

歩行支援機器用外骨格モデル 令和2年12月3日
アルケリス株式会社
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１４番１
６

一般競争入札 － 3,795,000 －
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労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

物品、役務等の名称及び数量 契約を締結した日
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所
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施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

足関節ソールを持つ下腿フレーム 令和2年12月3日
株式会社ＵＣＨＩＤＡ
埼玉県入間郡三芳町上富２０４８番地１

一般競争入札 － 3,410,000 －

「「放射線業務従事者の健康影響に関す
る疫学調査」に関する研究参加継続事
業用謝品調達・発送等業務」にかかる単
価契約

令和2年12月3日
入交クリエイト株式会社
高知県高知市仁井田４５６３番地１

一般競争入札 － 5,775 －
1件あたり単価
（見込み総額
41,580,000円）

令和２年度疫学研究参加啓発CM制作
事業

令和2年12月4日
株式会社毎日映画社
東京都千代田区神田駿河台二丁目５
番地

一般競争入札 － 4,235,000 －

労働安全衛生総合研究所（登戸地区）
老朽化調査

令和2年12月7日
株式会社ジャスト
神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二
丁目４番１号

一般競争入札 － 3,740,000 －

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（オ
ンラインジャーナル）

令和2年12月7日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布二丁目１７番１２号

一般競争入札 － 495,031 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（冊
子体）

令和2年12月7日
ユサコ株式会社
東京都港区東麻布二丁目１７番１２号

一般競争入札 － 1,752,374 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（冊
子体）

令和2年12月7日

株式会社紀伊國屋書店神奈川静岡営
業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１
８番１４号住生新横浜第２ビル

一般競争入札 － 2,034,874 － 単価契約
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所
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施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（冊
子体）

令和2年12月7日
株式会社穂髙書店
東京都千代田区神田神保町一丁目１５
番地

一般競争入札 － 1,292,874 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（オ
ンラインジャーナル）

令和2年12月7日
丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目９番１８号

一般競争入札 － 200,882 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（登戸地区）（冊
子体）

令和2年12月7日
丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目９番１８号

一般競争入札 － 859,777 － 単価契約

風環境生成装置点検整備 令和2年12月9日
株式会社風技術センター
東京都墨田区墨田四丁目８番７号

一般競争入札 － 2,145,000 －

超低温フリーザー等　一式 令和2年12月11日
ブルックス・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目
８番８号

一般競争入札 － 6,553,800 －

ガスクロマトグラフ―水素炎イオン化分析
装置　一式

令和2年12月11日
西川計測株式会社
東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号

一般競争入札 － 4,862,000 －

2021年外国雑誌の購入（清瀬地区）（オ
ンラインジャーナル）

令和2年12月17日
丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目９番１８号

一般競争入札 － 2,147,429 － 単価契約



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

2022年外国雑誌の購入（清瀬地区）（オ
ンラインジャーナル）

令和2年12月17日

株式会社紀伊國屋書店神奈川静岡営
業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１
８番１４号住生新横浜第２ビル

一般競争入札 － 4,721,421 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（清瀬地区）（冊
子体）

令和2年12月17日
丸善雄松堂株式会社
東京都港区海岸一丁目９番１８号

一般競争入札 － 4,811,551 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（清瀬地区）（冊
子体）

令和2年12月17日

株式会社紀伊國屋書店神奈川静岡営
業本部
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目１
８番１４号住生新横浜第２ビル

一般競争入札 － 3,424,229 － 単価契約

2021年外国雑誌の購入（清瀬地区）（冊
子体）

令和2年12月17日
株式会社穂髙書店
東京都千代田区神田神保町一丁目１５
番地

一般競争入札 － 521,092 － 単価契約

公転自転方式ミキサー　一式 令和2年12月18日
島津サイエンス東日本株式会社
東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号

一般競争入札 － 4,675,000 －

高速度カメラ　一式 令和2年12月22日
株式会社ディテクト
千葉県市川市新田一丁目１５番１号

一般競争入札 － 2,417,800 －

「労働者のための新しい心肺持久力測
定法」動画制作業務

令和2年12月25日
株式会社カタルチア
東京都港区芝三丁目４０番４号

一般競争入札 － 684,420 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

「令和２年度疫学研究参加啓発広報事
業」にかかる単価契約

令和3年1月6日
株式会社ADKマーケティング・ソリュー
ションズ
東京都港区虎ノ門一丁目２３番１号

一般競争入札 － 7,040 －
1件あたり単価
（見込み総額
844,800円）

PC５５台等のリース（過労死センター） 令和3年1月14日
NTT・TCリース株式会社
東京都港区港南一丁目２番７０号

一般競争入札 － 230,890 －
リース契約
（36か月）

労働時間集計表のデータベース化とグラ
フ化

令和3年1月15日
株式会社ユニックス
神奈川県川崎市中原区新丸子町９１９
番地

一般競争入札 － 2,838,000 －

放射線疫学システムデータ検証事業 令和3年1月15日
バイオコミュニケーションズ株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１５
－１０

一般競争入札 － 2,200,000 －

書庫の資料及び棚板等のカビ除去・除
塵清掃委託業務

令和3年1月18日
日本ファイリング株式会社
東京都千代田区神田駿河台三丁目２
番地

一般競争入札 － 2,915,000 －

三次元動作解析システム　一式 令和3年1月29日
株式会社Q'sfix
東京都千代田区丸の内一丁目７番１２
号サピアタワー

一般競争入札 － 40,315,000 －

培養細胞の培養・保存・滅菌機器　一式 令和3年2月3日
株式会社宮川商店
東京都墨田区石原四丁目１７番７号

一般競争入札 － 5,060,000 －



様式第23号（第27条の２関係）

労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
梅崎　重夫

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

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
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額（消費
税を含む。単

位：円）
落札率 備考

競争入札に係る情報の公表（物品、役務等）

施設名
施設の所在地
契約担当役氏名

誘導結合プラズマ発光分光装置　一式 令和3年2月10日
アドバンテック東洋株式会社横浜営業
所
東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

一般競争入札 － 17,600,000 －

マルチラベルカウンタ-　一式 令和3年2月10日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁目８番６号

一般競争入札 － 17,820,000 －

実験用ＰＣ及びプログラム　一式 令和3年3月8日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目４番２２号

一般競争入札 － 2,178,000 －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

労働安全衛生総合研究所で
使用する電気

令和2年4月1日

東京電力エナジーパート
ナー株式会社
東京都千代田区内幸町一丁
目１番３号

会計細則第52条第1号 － 13,268,686 － － 単価契約

労働安全衛生総合研究所で
使用する電気

令和2年4月1日
丸紅新電力株式会社
東京都中央区日本橋二丁目
７番１号

会計細則第52条第1号 － 18,576,549 － － 単価契約

有限要素解析プログラム
ANSYS保守業務

令和2年4月1日

東京コンピューターサービス
株式会社
東京都文京区本郷一丁目１
８番６号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。

－ 4,040,300 － －

有限要素解析プログラム
Abaqus/CAE Analysis Pack
およびAnalysis Token保守

令和2年4月1日

東京コンピューターサービス
株式会社
東京都文京区本郷一丁目１
８番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,630,000 － －

独立行政法人労働者健康安
全機構労働安全衛生総合研
究所（登戸地区）で使用する
ガス

令和2年4月1日
東京ガス株式会社
東京都港区海岸一丁目５番
２０号

会計細則第52条第1号 － 6,690,584 － － 単価契約

透過型電子顕微鏡
（TecnaiSPIRITBT/D1086型）
保守点検業務

令和2年4月1日

日本エフイー・アイ株式会社
東京都品川区東品川四丁目
１２番２号　品川シーサイドウ
エストタワー１F

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,124,000 － －

分析透過型電子顕微鏡保守
点検（JEM-2100）　一式

令和2年4月1日

日本電子株式会社
東京支店東京都千代田区大
手町二丁目１番１号　大手町
野村ビル１３階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,032,800 － －

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

高速液体クロマトグラフ質量
分析計（シングル四重極）
保守点検業務

令和2年4月1日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広三
丁目１２番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,386,120 － －

騒音・振動解析システムBK
Connect保守契約　一式

令和2年4月1日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目
４番２２号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,256,002 － －

高速液体クロマトグラフ質量
分析計保守（XEVO TQD）
一式

令和2年4月1日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広三
丁目１２番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,862,200 － －

健康診断協力機関に対する
管理統括業務委託（放射線）

令和2年4月1日

公益社団法人全国労働衛生
団体連合会
東京都港区芝四丁目１１番５
号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 11,124,796 － －

日本バイオアッセイ研究セン
ターで使用するガス

令和2年4月1日
秦野瓦斯株式会社
神奈川県秦野市室町２番１１
号

会計細則第52条第1号 － 3,410,753 － － 単価契約

日本バイオアッセイ研究セン
ターマイクロバス運行管理業
務

令和2年4月1日
神奈中タクシー株式会社
神奈川県厚木市栄町一丁目
１番７号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,989,800 － －

分析透過型電子顕微鏡
（JEM－1400型）保守点検業
務

令和2年4月1日

日本電子株式会社
東京支店東京都千代田区大
手町二丁目１番１号　大手町
野村ビル１３階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,573,000 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

走査型電子顕微鏡保守点検
（SU8000形）公募

令和2年4月1日

株式会社日立ハイテクフィー
ルディング神奈川支店
神奈川県横浜市港北区新横
浜二丁目１４番２号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,444,740 － －

吸入実験計測分析システム・
吸入ガス濃度分析装置保守
業務

令和2年4月1日
株式会社島津アクセス
東京都台東区浅草橋五丁目
２０番８号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,410,000 － －

実験動物用飼料の購入 令和2年4月1日

オリエンタル酵母工業株式会
社
東京都板橋区小豆沢三丁目
６番１０号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 9,208,100 － － 単価契約

ボイラ等の点検請負及び使
用薬剤の購入に係る単価契
約

令和2年4月1日
クリタ・ケミカル関東株式会社
神奈川県厚木市中町４丁目
９番１４号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,397,120 － － 単価契約

ネットワーク機器の保守 令和2年4月1日

株式会社日立システムズ神
奈川支店
神奈川県横浜市西区高島平
一丁目１番２号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,858,560 － －

安全性調査情報処理システ
ムの電子計算機業務運営委
託

令和2年4月1日

株式会社日立社会情報サー
ビス
東京都江東区東陽二丁目４
番１８号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 13,398,000 － －

ガスクロマトグラフ向け新規
物質用カラム作製及び現地
調整作業

令和2年4月1日
株式会社島津アクセス
東京都台東区浅草橋五丁目
２０番８号五丁目２０番８号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,909,500 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

労働安全衛生総合研究所
（清瀬地区）内の総合警備業
務委託

令和2年4月1日
綜合警備保障株式会社
東京都立川市錦町１－１２－
２０

会計細則第52条第6号 － 3,098,712 － －

空調監視制御装置　再リース 令和2年4月1日
日通商事株式会社
東京都港区海岸一丁目１４
番２２号

会計細則第52条第6号 － 95,370 － － 月額

カラー複合機三式の保守・維
持業務

令和2年4月1日
富士ゼロックス多摩株式会社
東京都立川市曙町２丁目３７
番７号

会計細則第52条第6号 － 4,201,560 － － 5年契約

安全性情報システム（ＢＡＩＳ
5）一式の賃貸借の一部再
リース

令和2年4月1日
日通商事株式会社
東京都港区海岸一丁目１４
番２２号

会計細則第52条第6号 － 66,880 － － 月額

F344ラット 6W（オス・メス）
一式

令和2年4月6日

日本チャールス・リバー株式
会社
神奈川県港北区新横浜３-１
７-６イノテックビル１１階

会計細則第52条第10号 － 1,048,080 － －

VR視線計測システム
mcframe MOTION VR-
learningライセンス他　一式

令和2年5月8日

ビジネスエンジニアリング株
式会社
東京都千代田区大手町１-８
-１

会計細則第52条第10号 － 1,562,000 － －

連続血圧・血行動態測定装
置　一式

令和2年6月2日
ゼロシーセブン株式会社
東京都港区赤坂５－４－７

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 8,998,000 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

ラット用床敷きケージ（ハン
ガー式）　58個

令和2年6月18日
株式会社アイテック
東京都練馬区関町南三丁目
９番３３号

会計細則第52条第10号 － 1,594,362 － －

送液ポンプ　五式 令和2年6月26日
株式会社江田商会
神奈川県横浜市港北区新羽
町２８４番地

会計細則第52条第10号 － 1,593,900 － －

人体ダミー固定装置改造
一式

令和2年6月30日
株式会社穂高商会
東京都練馬区石神井町７-２
０-２１

会計細則第52条第10号 － 1,499,300 － －

事務用機器（情報セキュリ
ティ/Netstable MC-80SL)

令和2年7月21日
株式会社MCセキュリティ
島根県松江市北陵町５１-２

会計細則第52条第10号 － 1,595,000 － －

高濃度PCB処分（東京事業
所管轄分）

令和2年7月27日

中間貯蔵・環境安全事業株
式会社
東京都江東区海の森二丁目
２番６６号

会計細則第52条第6号 － 2,642,830 － －

噴霧帯電実験用ドラフトチャ
ンバー　一式

令和2年7月29日
ジャパンカスタム株式会社
東京都東村山市久米川町３-
３０-２５

会計細則第52条第10号 － 1,595,000 － －

遺伝子改変マウス繁殖供給
業務

令和2年8月5日

日本チャールス・リバー株式
会社
神奈川県港北区新横浜３丁
目１７番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 11,210,611 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

眼球運動計測装置　一式 令和2年9月4日
トビー・テクノロジー株式会社
東京都品川区西五反田７－
７－７

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 12,347,500 － －

遠心力載荷装置保守点検 令和2年9月4日

日鉄レールウェイテクノス株
式会社
大阪府大阪市此花区島屋五
丁目１番１０９号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 3,511,200 － －

6連書架　一式 令和2年10月6日
株式会社コイヌマ
東京都立川市高松町１－１７
－２６

会計細則第52条第10号 － 1,133,000 － －

EDX分析用試料ホルダー
一式

令和2年10月12日

日本エフイー・アイ株式会社
東京都品川区東品川４丁目
１２番２号品川シーサイドウエ
ストタワー１階

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,754,500 － －

ベッドサイドモニタ心電計賃
借

令和2年10月12日
日立キャピタル株式会社
東京都港区西新橋一丁目３
番１号

一般競争入札を行ったが不落で
あったため。

－ 55,660 － －
リース契約
（29か月）

キャピラリー電気泳道装置
7100型操作PC及びソフトウェ
ア交換　一式

令和2年11月5日
西川計測株式会社
東京都渋谷区代々木３－２２
－７新宿文化クイントビル５階

会計細則第52条第10号 － 1,089,000 － －

電子決裁システムクラウド移
行作業

令和2年11月9日

東京コンピュータサービス株
式会社
東京都文京区本郷１丁目１８
番６号

会計細則第52条第6号 － 4,697,000 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

インストロン8803型試験機
PLC交換作業　一式

令和2年11月18日

インストロンジャパンカパニリ
ミテッド
神奈川県川崎市宮前区宮前
平一丁目８番９号

会計細則第52条第10号 － 1,455,520 － －

什器類（間接経費）　一式 令和2年11月18日
株式会社フォーサイト
東京都中央区八丁堀４－１０
－８

会計細則第52条第10号 － 1,011,450 － －

nexonar Motion Visualizarシ
ステム　一式

令和2年11月18日

株式会社ノビテック
東京都渋谷区恵比寿１－１８
－１８東急不動産恵比寿ビル
７階

会計細則第52条第10号 － 1,484,945 － －

切創前腕モデル改良型　一
式

令和2年11月24日
株式会社七尾商会
東京都台東区台東３丁目５
番地５

会計細則第52条第10号 － 1,210,000 － －

LAN関係　レイヤーインテイリ
ジェントスイッチ他　一式

令和2年11月25日
株式会社コムネットシステム
東京都目黒区上目黒２－９
－１中目黒GS第１ビル４階

会計細則第52条第10号 － 1,581,976 － －

ドローンプロペラ衝突実験装
置の改良　一式

令和2年12月3日
株式会社フィクスターズ
神奈川県川崎市中原区小杉
陣屋町１丁目１４番５号

会計細則第52条第10号 － 1,498,200 － －

Zone1防爆Android端末 防
爆ヘッドマウントディスプレイ
一式

令和2年12月3日
株式会社システナ
東京都港区海岸１丁目２番２
０号汐留ビルディング １４階

会計細則第52条第10号 － 1,597,530 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

顕微鏡用デジタルカメラ　一
式

令和2年12月4日
三基科学工芸株式会社
神奈川県川崎市多摩区栗谷
３－２３－３

会計細則第52条第10号 － 1,587,300 － －

外壁の限界状態倒壊モデル
の試験体作製　一式

令和2年12月11日
株式会社興建社多摩支店
東京都東村山市野口町１-１
３-１

会計細則第52条第10号 － 1,100,000 － －

視線計測システム+制御用ソ
フトウェアライセンスキー　一
式

令和2年12月11日
株式会社ディテクト
東京都渋谷区南平台町１－
８

会計細則第52条第10号 － 1,430,000 － －

防護ネット接触実験用中型
マルチコプター　一式

令和2年12月11日

株式会社システムファイブ
東京都千代田区平河町１－
２－１０平河町第一生命ビル
１階

会計細則第52条第10号 － 1,034,803 － －

「放射線業務従事者の健康
影響に関する疫学研究」に
関する被ばく線量記録の抽
出に係る業務委託

令和2年12月18日

公益財団法人放射線影響協
会
東京都千代田区鍛冶町１丁
目９番１６号丸石第２ビル５階

会計細則第52条第6号 － 1,923,900 － －

曲げ試験用CFRP試験片　一
式

令和2年12月24日
株式会社ＵＣＨＩＤＡ
埼玉県入間郡三芳町上富２
０４８番地１

会計細則第52条第10号 － 1,567,500 － －

フレキシブル面圧センサ及び
解析ソフト　一式

令和2年12月25日
有限会社シスコム
東京都豊島区池袋４丁目２７
番５号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 1,969,000 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

高速衝突試験用ドローン 一
式

令和2年12月28日
株式会社セキド
東京都国立市東 １－１３－２
７

会計細則第52条第10号 － 1,314,561 － －

衝撃加速度測定システム 一
式

令和2年12月28日
早坂理工株式会社
北海道札幌市中央区北四条
西十八丁目２番地２

会計細則第52条第10号 － 1,100,000 － －

反応時間検査装置　一式 令和3年1月4日
サニタ商事株式会社
東京都新宿区若葉１丁目２２
番ローヤル若葉

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 2,497,000 － －

ワイヤロープテスタ　一式 令和3年1月15日
株式会社守谷商会
東京都中央区八重洲一丁目
４番２２号

会計細則第52条第10号 － 1,598,850 － －

超扁平アクチュエーター　一
式

令和3年1月15日
鳥居電業株式会社
東京都八王子市東浅川町４
３－８

会計細則第52条第10号 － 1,320,000 － －

三次元人工培養皮膚2-3月
使用分　12式

令和3年1月7日
株式会社薬研社
千葉県千葉市中央区末広三
丁目１２番６号

会計細則第52条第10号 － 1,199,880 － －

病理用振とう器８－２０型　一
式

令和3年1月12日
三基科学工芸株式会社
神奈川県川崎市多摩区栗谷
３－２３－３

会計細則第52条第10号 － 1,012,000 － －



様式第24号（第27条の２関係）

施設名 労働安全衛生総合研究所
施設の所在地 東京都清瀬市梅園一丁目４番６号
契約担当役氏名 梅崎　重夫

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

随意契約によることとした根拠とな
る会計細則の条項及び理由（企画

競争又は公募の実施）

予定価格
（消費税を
含む。単
位：円）

契約金額
（消費税を

含む。単位：
円）

落札率
再就職の
役員の数

備考

随意契約に係る情報の公表（物品、役務等）

多機能計測システムＳＡ－Ａ
１用４チャンネル無線パッ
ケージ・１／３オクターブ分析
プログラム　一式

令和3年1月20日
リオン株式会社
東京都国分寺市東元町３－
２０－４１

会計細則第52条第10号 － 1,024,100 － －

試料錠剤成型用手動式油圧
プレス　一式

令和3年1月25日
株式会社リガク
東京都渋谷区千駄ヶ谷４－１
４－４

会計細則第52条第10号 － 1,067,000 － －

LAN関係ライセンス購入（遠
隔消去TrustDELETE Biz
マリオンクラウド）　一式

令和3年1月28日
株式会社セブンアーチザン
群馬県高崎市東町１３４－３１
－５０１

会計細則第52条第10号 － 1,296,240 － －

分粒装置付粉じん計据置型
／ＴＳＩ社デジタル粉塵計　Ｄ
ｕｓｔＴｒａｋⅡ８５３０　一式

令和3年1月28日
トランステック株式会社
東京都品川区五反田１－１１
－１５電波ビル３Ｆ

会計細則第52条第10号 － 1,392,022 － －

リトラトーム　一式 令和3年2月2日
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町一丁
目８番６号

会計細則第52条第10号 － 1,210,000 － －

健康調査結果共有システム
調達事業　一式

令和3年2月16日
株式会社江東微生物研究所
東京都江戸川区西小岩五丁
目１８番６号

公募を実施したが、応募が１者で
あったため。

－ 4,851,000 － －
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