
物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
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令和３年度那覇空港第２第３エプロン照明灯昇
降装置点検作業

原田　毅彦
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和3年12月1日
大勝電工（株）大阪営業所
大阪府大阪市北区大淀中3-2-20

8140001009044 一般競争入札 9,839,407円 9,680,000円 98.4% 

令和３年度那覇空港航空灯火整備作業所機器点
検その他作業

原田　毅彦
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和3年12月1日
（株）有電社　関西支店
大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目
6番6号

1011001023797 一般競争入札 7,841,805円 7,700,000円 98.2% 

フラットファイル(A4縦　2穴　青コクヨ　フ-
V10B)87冊外277点購入

山内　諒
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－３７１

令和3年12月2日
赤塚ビジネス（株）
大阪府東大阪市徳庵本町７番２５号

5122001000078 一般競争入札 7,348,445円 6,981,480円 95.0% 

令和３年度長崎空港進入角指示灯監視装置精密
点検作業

植木　隆央
長崎空港事務所
長崎県大村市箕島町593-2

令和3年12月2日
日本船燈（株）大阪営業所
大阪市旭区大宮5-2-30

2030001065681 一般競争入札 4,856,471円 4,785,000円 98.5% 

令和3年度計測器校正（松山空港事務所）
林 絹子
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

令和3年12月2日
（株）アイピーエス
長野県上伊那郡辰野町大字小野1878番
地1

7100001021631 一般競争入札 708,720円 520,300円 73.4% 

2in1ノートPC11式外6点購入

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月3日
（株）ビー・テック
大阪府大阪市北区本庄西３－２－２０

8120001105662 一般競争入札 2,551,384円 1,814,395円 71.1% 

令和3年度能登空港無線施設等除雪作業
駒井　繁利
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１－１

令和3年12月3日
昭和建設（株）
石桑健鳳珠郡穴水町字川島レ110―1

2220001016806 一般競争入札 6,030,806円 5,681,280円 94.2% 

令和３年度計測器校正作業（関西空港事務所）

山田　康弘
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和3年12月6日
京西テクノス（株）
東京都多摩市愛宕４丁目２５番地２

5013401005347 一般競争入札 1,652,112円 693,000円 41.9% 

令和3年度計測器校正（那覇空港事務所）
原田　毅彦
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

令和3年12月6日
インターテックジャパン（株）
東京都港区海岸3-18-1ピアシティ芝浦
ビル4Ｆ

8020001055208 一般競争入札 3,654,117円 2,948,000円 80.7% 

福岡空港飛行場灯火遠隔制御装置（北九州空港
用）移設その他作業

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月7日
東芝インフラシステムズ（株）関西支
社
大阪府大阪市北区角田町８－１

2011101014084 一般競争入札 39,409,903円 38,060,000円 96.5% 

鹿児島空港飛行場灯火・電力監視制御装置改造
作業

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月7日
東芝インフラシステムズ（株）関西支
社
大阪府大阪市北区角田町８－１

2011101014084 一般競争入札 44,095,719円 41,250,000円 93.5% 

長崎空港飛行場灯火・電力監視制御装置改造作
業

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月7日
（株）日立産業制御ソリューションズ
関西支店
大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

6050001023774 一般競争入札 44,761,612円 44,000,000円 98.2% 

令和3年度宮崎空港調整池排水ポンプ点検整備
古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和3年12月7日
（株）フジヤマ
鹿児島県鹿児島市七ツ島１－４－１２

5340001003764 一般競争入札 2,429,508円 2,035,000円 83.8% 
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福岡空港飛行場灯火遠隔制御装置（長崎空港
用）製造及び設置

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月8日
(株)日立産業制御ソリューションズ
大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

6050001023774 一般競争入札 47,512,751円 24,695,000円 51.9% 

令和3年度三河無線施設樹木管理その他作業
駒井　繁利
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１－１

令和3年12月9日
加藤建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158
―1

7200001015945 一般競争入札 4,158,000円 2,299,000円 55.3% 

令和３年度 計測器校正（鹿児島空港事務所）
森島　隆広
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

令和3年12月9日
インターテックジャパン（株）
東京都港区海岸3-18-1
ピアシティ芝浦ビル4Ｆ

8020001055208 一般競争入札 4,302,276円 4,174,500円 97.0% 

モータ（RKS-7TS0091-001）1個外1点購入

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月10日
（株）カナデン
大阪府大阪市中央区松屋町７－７

7010401007116 一般競争入札 2,585,000円 2,585,000円 100.0% 

電球（RHSB 100V 300W）16個外9点購入

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月10日
（株）有電社
大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－６
－６

1011001023797 一般競争入札 4,874,133円 4,873,000円 99.9% 

令和4年度大阪空港事務所外6件使用料等調査
酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月10日
（株）中央不動産鑑定所
東京都中央区日本橋芽場間日本橋茅場
町3-11-10

6010001050293 一般競争入札 3,223,000円 990,000円 30.7% 

令和3年度計測器校正（中部空港事務所）
駒井　繁利
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１－１

令和3年12月13日
インターテックジャパン（株）
東京都港区海岸3―18－1

8020001055208 一般競争入札 4,748,865円 2,087,800円 44.0% 

熊本空港庁舎ネットワーク機器用Ｌ２ＳＷその
他交換作業

占部　誠一
熊本空港事務所
熊本県上益城郡益城町大字小谷

令和3年12月13日
（株）ケーイーシー
福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-22

8240001003037 一般競争入札 1,486,786円 1,298,000円 87.3% 

放電管（X-3S-N）20本外10点購入

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月15日
（株）ホタルクス
大阪府大阪市西区土佐堀２－２－４

8010001198197 一般競争入札 9,321,534円 7,623,330円 81.7% 

久米島空港外5空港RAG空港用ITV装置調整作業
酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月16日
（株）エイム
東京都杉並区上荻１－２３－１９

4011301007902 一般競争入札 12,911,255円 12,650,000円 97.9% 

令和３年度計測器校正（熊本空港事務所）
占部　誠一
熊本空港事務所
熊本県上益城郡益城町大字小谷

令和3年12月16日
インターテックジャパン（株）
東京都港区海岸3-18-1
ピアシティ芝浦ビル4Ｆ

8020001055208 一般競争入札 1,010,198円 670,120円 66.3% 

ボールペン180本外199点購入

山田　康弘
関西空港事務所
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
地

令和3年12月21日
（株）カタナヤ
大阪府泉佐野市大西２丁目４番８号ワ
イズビル１Ｆ

8120101039546 一般競争入札 1,795,020円 1,599,271円 89.1% 
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令和３年度化学消防車（品川800は1616）定期点
検整備

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和3年12月21日
（株）筑豊製作所北九州支店　福岡県
北九州市戸畑区大字中原４６番１２７

2290001036624 一般競争入札 2,828,984円 2,783,000円 98.4% 

令和3年度三郡山ARSR進入道路除雪作業

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和3年12月21日
（株）ビッグストーン　福岡県福岡市
南区長住１丁目５番１号

2290001027391 一般競争入札 2,134,000円 1,650,000円 77.3% 

熊本空港直流電源盤精密点検作業
占部　誠一
熊本空港事務所
熊本県上益城郡益城町大字小谷

令和3年12月21日
東芝インフラシステムズ（株）
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

2011101014084 一般競争入札 2,932,146円 2,860,000円 97.5% 

宮崎空港定電流調整器用電源装置精密点検作業
古堅　厚弘
宮崎空港事務所
宮崎市大字赤江無番地

令和3年12月21日
富士電機（株）関西支社
大阪府大阪市北区大深町３番１号

9020001071492 一般競争入札 1,257,760円 1,210,000円 96.2% 

点滴セット５式外４点購入
東　和則
高知空港事務所
高知県南国市物部

令和3年12月22日
（株）ムトウ四国　高知支店
高知県高知市高須２丁目１７－１４

2470001005412 一般競争入札 5,946,600円 5,368,000円 90.3% 

能登空港無線施設用発電装置外１１カ所蓄電池
製造

酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前４－１－
７６

令和3年12月23日
昭和電工マテリアルズ（株）　西日本
支店
大阪府大阪市北区豊崎３－１９－３

3011101018084 一般競争入札 65,753,024円 64,680,000円 98.3% 

大分空港配光測定装置改造その他作業
酒井　洋一
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76

令和3年12月23日
（株）有電社関西支店
大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－６
－６

1011001023797 一般競争入札 10,116,002円 10,010,000円 98.9% 

令和３年度計測器校正

佃　健次
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷
295

令和3年12月23日
インターテックジャパン（株）　東京
都港区海岸三丁目１８番１号

8020001055208 一般競争入札 4,139,820円 2,948,000円 71.2% 
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