
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

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 契約金額 落札率 備考

熊本空港TAPS用20kVA無停電電源装置外1点
（製造・設置・調整）

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月2日
（株）三社電気製作所
大阪市東淀川区西淡路３－
１－５６

一般競争入札 82,742,583円 53,892,000円 65.1% 

空港用8000立給水車１台の製造（福岡空港
向け）

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月6日
日本機械工業（株）
東京都中央区明石町６－４

一般競争入札 50,294,016円 50,220,000円 99.9% 

鹿児島空港VOR/DMEキュービクル製造及び
設置

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月1日
富士電機（株）
大阪市北区大深町３－１

一般競争入札 54,061,239円 47,736,000円 88.3% 

アレスタボックス(GXA-R22350-002)20式外
2点購入

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月3日
日本電気（株）
東京都港区芝５－７－１

一般競争入札 319,773,484円 282,960,000円 88.5% 

福岡空港第1TSR／TX50kVA無停電電源装置
（製造・設置・調整）

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月29日
富士電機（株）
大阪府大阪市北区大深町３
－１

一般競争入札 57,275,522円 39,312,000円 68.6% 

大阪国際空港サテライト空港運航管理卓調
整作業

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月30日
日本電気（株）
大阪府大阪市中央区城見１
－４－２４

一般競争入札 14,969,197円 13,932,000円 93.1% 

平成30年度 福岡空港航空機騒音・飛行経
路・地上運用実態調査

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月1日

日本音響エンジニアリング
（株）
東京都墨田区緑１－２１－
１０

一般競争入札 20,237,968円 16,286,400円 80.5% 

鹿児島空港スポット管理システム調整作業
外２件作業

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月30日
富士通（株）　関西支社
大阪府大阪市中央区城見２
－２－６

一般競争入札 13,121,712円 11,998,800円 91.4% 

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
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大阪国際空港スポット情報表示部調整作業
外２件作業

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月30日
日本電気（株）
大阪府大阪市中央区城見１
－４－２４

一般競争入札 13,498,896円 12,960,000円 96.0% 

中部国際空港外4空港飛行経路情報表示シ
ステム調整作業

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月30日
三菱電機（株）関西支社
大阪府大阪市北区大深町４
－２０

一般競争入札 14,775,984円 14,580,000円 98.7% 

空港用12500立級化学消防車2台基本性能劣
化診断作業（高知・長崎空港）

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月1日
（株）モリタ
兵庫県三田市テクノパーク
２－３

一般競争入札 2,719,746円 2,700,000円 99.3% 

熊本空港定電流調整装置等精密点検作業

川勝　弘彦
大阪航空局
大阪府大阪市中央区大手前
4-1-76

平成30年8月24日
東芝ライテック（株）
大阪府大阪市北区角田町８
－１

一般競争入札 19,862,276円 19,764,000円 99.5% 

平成30年度　富山空港発電設備外３カ所精
密保守

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月10日

ヤンマーエネルギーシステ
ム（株）
名古屋支店愛知県名古屋市
東区東桜2-13-30

一般競争入札 4,241,448円 4,158,000円 98.0% 

平成30年度　能登ARSR発電設備精密保守

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月27日
（株）ジャパンエンジン
コーポレーション
東京都港区新橋3-1-11

一般競争入札 2,213,234円 2,160,000円 97.6% 

平成３０年度　能登ARSR無停電電源設備外
１カ所精密保守

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月13日
（株）三社電機製作所
大阪府大阪市東淀川区西淡
路3-1-56

一般競争入札 2,382,891円 2,300,400円 96.5% 

富山空港直流電源盤蓄電池交換作業

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月22日
司電機産業（株）
大阪府枚方市春日北町１-
13-6

一般競争入札 2,061,612円 1,209,600円 58.7% 
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小松空港直流電源盤蓄電池交換作業

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月23日

（株）エクシオネットワー
ク
東京都中央区八丁掘3-14-2
東八重洲シティービル2階

一般競争入札 2,935,440円 1,566,000円 53.3% 

中部空港事務所庁舎及び空港島内無線施設
除草作業

松本　洋
中部空港事務所
愛知県常滑市セントレア１
－１

平成30年8月24日
加藤建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町春日
小宮神１１５８番地の１

一般競争入札 1,364,732円 1,283,040円 94.0% 

大阪空港FACE運用端末設置その他工事
平成30年8月24日～平成31年3月20日
電気通信工事業

成澤　浩一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町3－
555

平成30年8月23日
（株）リバフィー通研
神奈川県川崎市高津区子母
口421

一般競争入札 5,025,899円 4,914,000円 97.8% 

平成３０年度岡山空港出張所無線施設敷地
除草作業

成澤　浩一
大阪空港事務所
大阪府豊中市蛍池西町３－
５５５

平成30年8月8日
観空産業（株）
岡山県岡山市北区三和１３
７５番地の１４

一般競争入札 3,846,651円 2,052,000円 53.3% 

端末制御ユニット（ＴＲＷＳ－０１Ａ）２
個外２点購入

大屋　文人
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成30年8月6日

東芝インフラシステムズ
（株）電機サービスセン
ター九州支店
福岡県福岡市中央区長浜２
－４－１

一般競争入札 2,484,000円 2,214,000円 89.1% 

平成３０年度山口宇部空港庁舎用発電設備
外３台精密保守

大屋　文人
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成30年8月10日

ヤンマーエネルギーシステ
ム（株）福岡支店
福岡県福岡市博多区博多駅
前１－２－５

一般競争入札 6,874,609円 6,804,000円 99.0% 

福岡空港定電流調整器用電源装置精密点検
作業

大屋　文人
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成30年8月20日

サンケン電気（株）大阪支
店
大阪府大阪市北区梅田３－
３－２０

一般競争入札 4,524,618円 4,482,000円 99.1% 

平成３０年度福江空港無線施設除草作業

大屋　文人
福岡空港事務所
福岡県福岡市博多区上臼井
字屋敷２９５

平成30年8月21日
（株）萩原組
長崎県五島市吉久木町１４
５４－１

一般競争入札 2,845,343円 2,635,200円 92.6% 
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平成３０年度鹿児島空港事務所トナーカー
トリッジ外２９点購入（単価契約）

佃　健次
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

平成30年8月13日

ＭＣサプライアンドサポー
ト（株）
東京都千代田区内神田２丁
目７番８号第１５岡崎ビル
１階

一般競争入札 3,636,252円 2,693,779円 74.1% 

平成３０年度鹿児島空港事務所消防用設備
等点検その他作業

佃　健次
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

平成30年8月22日
鹿児島森田ポンプ（株）
鹿児島県鹿児島市松原町１
２番３２号

一般競争入札 2,566,680円 1,166,400円 45.4% 

平成３０年度　加世田ＡＲＳＲ局外３カ所
発電設備精密保守

佃　健次
鹿児島空港事務所
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

平成30年8月22日

ヤンマーエネルギーシステ
ム（株）
鹿児島県鹿児島市七ツ島１
－４－１３

一般競争入札 6,804,612円 6,685,200円 98.2% 

平成３０年度　石垣ＲＣＡＧ外７カ所発電
設備等保守業務

村田　俊満
那覇空港事務所
沖縄県那覇市安次嶺531-3

平成30年8月10日
（株）大輝
沖縄県豊見城市我那覇４４
５－１２

一般競争入札 3,361,017円 3,337,200円 99.3% 

高松空港保護継電器等精密点検

三口　進
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐３
４７３－３

平成30年8月7日
（株）エネサーブ四国
香川県高松市御厩町864-3

一般競争入札 1,130,922円 993,600円 87.9% 

小豆ＶＯＲ／ＤＭＥ施設敷地除草その他作
業

三口　進
高松空港事務所
香川県高松市香南町由佐３
４７３－３

平成30年8月31日
(有)大塚造園土木
香川県小豆群小豆島町神懸
通甲３２４－８

一般競争入札 1,074,432円 972,000円 90.5% 

松山空港航空保安用受配電設備精密点検作
業

坂上　昌彦
松山空港事務所
愛媛県松山市南吉田町

平成30年8月7日

東芝インフラシステムズ
（株）四国支店
香川県高松市朝日町２－２
－２２

一般競争入札 3,345,915円 3,240,000円 96.8% 

北九州空港真空遮断器精密点検作業

菅田　成雄
北九州空港事務所
福岡県北九州小倉南区空港
北町6番

平成30年8月6日

東芝インフラシステムズ
（株）電機サービスセン
ター　九州支店
福岡県福岡市中央長浜二丁
目4番1号

一般競争入札 1,253,416円 918,000円 73.2% 
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長崎空港１２５００立級化学消防車（長崎
８００は４５７）外２台タイヤ交換作業

小川　順平
長崎空港事務所
長崎県大村市箕島町593-2

平成30年8月29日
(有）諫早タイヤ
長崎県諫早市小船越町1008

一般競争入札 3,737,340円 3,672,000円 98.3% 

大分空港定電流調整装置等精密点検整備

大谷　政利
大分空港事務所
大分県国東市武蔵町糸原大
海田

平成30年8月23日
サンケン電気(株)大阪支店
大阪市北区梅田3-3-20

一般競争 8,494,960円 8,208,000円 96.6% 

           

           

           


