（平成29年４月）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

「核兵器の使用禁止及び廃絶にかかる国際 財政部契約課
ニュー長崎ビルディング株式会
1 赤十字・赤新月運動会議（長崎）」の開催に 東京都港区芝大門 平成29年4月21日 社
かかる会場借り上げ及び宿泊手配について 1-1-3
長崎県長崎市大黒町14番５号

本事業を実施するにあたり、必要な条件を満
たし、日程的に会場の確保が可能なのは同
4,890,256円 社のみであることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第３項)

財政部契約課
平成29年度赤十字関連報道記事のクリッピ
2
東京都港区芝大門
ング業務
1-1-3

同社は、過去にも同業務を請け負っているた
め熟知しており、適切な業務の実施を期待で
1,439,640円 きることから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第３項)

3 自動開栓移載装置の保守

4

5

不規則抗体検査用前処理装置の保守

検体抜き取り支援システムの保守

MeltwaterJapan株式会社
平成29年4月1日 東京都渋谷区恵比寿1-18-18
東急不動産恵比寿ビル５階

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

平成29年4月1日

株式会社日立製作所
東京都三鷹市牟礼6-22-1

契約業者は、当該機器の製造業者であり、
当該案件の仕様を満たすことが可能なのは
23,868,000円 同社のみであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

株式会社日立製作所
平成29年4月1日
東京都三鷹市牟礼6-22-1

契約業者は、当該機器の製造業者であり、
当該案件の仕様を満たすことが可能なのは
54,432,000円 同社のみであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

株式会社日立製作所
平成29年4月1日
東京都三鷹市牟礼6-22-1

契約業者は、当該機器の製造業者であり、
当該案件の仕様を満たすことが可能なのは
8,429,400円 同社のみであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

ライフテクノロジーズジャパン株
式会社
平成29年4月1日 東京都港区芝浦4-2-8
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

契約業者は、当該機器の製造業者であり、
当該案件の仕様を満たすことが可能なのは
1,296,000円 同社のみであることから、契約の性質又は
目的が競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

血液事業本部
DNA塩基配列解析装置（骨髄データセンター 経営企画部用度課
6
事業）の保守
東京都港区芝大門
1-1-3

1

その他必要な
事項（備考）

（平成29年４月）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

7

骨髄データセンターシステムの運用機器等
の保守

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
造血幹細胞移植支援システムの要件定義・ 経営企画部用度課
8
開発
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
造血幹細胞移植支援システム開発及びイン 経営企画部用度課
9
フラ構築
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
フローサイトメーター及び検体前処理機の保 経営企画部用度課
10
守
東京都港区芝大門
1-1-3

11 高速液体クロマトグラフシステムの保守

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
感染症解析業務において使用する検査機器 経営企画部用度課
12
の保守
東京都港区芝大門
1-1-3

随意契約を
締結した日

平成29年4月1日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

株式会社エヌアイエスプラス
平成29年4月1日 東京都文京区小石川1-28-3
NIS小石川ビル

アクセンチュア株式会社
東京都港区赤坂1-11-44
平成29年4月1日
赤坂インターシティ

株式会社池田理化
平成29年4月1日
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

日本ベクトン・ディッキンソン株式
会社
平成29年4月1日
東京港区赤坂4-15-1

ライフテクノロジーズジャパン株
式会社
平成29年4月1日 東京都港区芝浦4-2-8
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

2

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

契約業者は、現行骨髄データセンターシステ
ムの保守業者であり、確実な保守体制のもと
安定的かつ円滑なメンテナンスが実施できる
4,187,398円
のは同社のみであることから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため（日本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、平成27年度造血幹細胞情報一
元化構築の契約業者であり、同構築作業全
体が複数年度に亘る開発等である為、契約
118,413,900円
の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第３項）
契約業者は、当該システムの要件定義作成
業者であり、計画策定等の継続業務を適切
に実施できるのは契約予定業者のみである
38,880,000円
ことから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため（日本赤十字社会
計規則第36条第３項）
契約業者は当該機器の納品業者であり、適
切な保守業務の実施が可能なのは同社の
1,824,000円 みであることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため（日本赤
十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は当該装置の製造業者であり、当
該保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは同社のみであることから、契約の
4,837,860円
性質または目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第３項）
契約業者は当該機器の納入業者であり、当
該保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約予定業者のみであることか
2,185,000円
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため（日本赤十字社会計規
則第36条第３項）

その他必要な
事項（備考）

（平成29年４月）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

血液事業本部
血液事業情報システム等に係る企画及び運 経営企画部用度課
PwCコンサルティング合同会社
13
平成29年4月27日
用保守
東京都港区芝大門
東京都千代田区丸の内2-6-1
1-1-3

14 薬品保冷庫の定期点検

15

血液事業本部
経営企画部用度課
株式会社池田理化
平成29年4月27日
東京都港区芝大門
東京都千代田区鍛冶町1-8-6
1-1-3

血液事業本部
血液事業情報システムにおけるハードウェア 経営企画部用度課
更改に伴うVMware PSOクレジットの調達
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
ブロック血液センターホームページの利用、 経営企画部用度課
16
保守等に係るサービス
東京都港区芝大門
1-1-3

17

18

平成29年4月6日

株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

株式会社日立公共システム
平成29年4月1日
東京都江東区東陽2-4-18

血液事業情報システム構築に係るアドバイ
ザリー

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

平成29年4月1日

DNA塩基配列解析装置
（GeneticAnalyzer3500xl）の保守

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

ライフテクノロジーズジャパン株
式会社
平成29年4月1日 東京都港区芝浦4-2-8
株式会社池田理化
東京都千代田区鍛冶町1-8-6

アイネット・システムズ株式会社
大阪府中央区南船場2-9-8

3

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

契約業者は、過去の実績により他社では得
ることのできない当該業務に必要な能力・知
97,200,000円 識を有していることから、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、点検対象機器の納入業者であ
り、また当該機器の製造業者の代理店であ
ることから、統一的な機器の管理を実施でき
2,176,200円
るのは同社のみであり、契約の性質又は目
的が競争を許さない場合に該当するため（日
本赤十字社会計規則第36条第３項）
契約業者は、調達物品の血液事業情報シス
テムにおける優先ディスカウントプログラムを
13,284,000円 有していることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合に該当するため（日本赤
十字社会計規則第36条第３項）

契約業者は、当該ホームページの構築業者
であり、かつ同社が提供しているサービスを
2,799,360円 利用して運営していることから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため（日本赤十字社会計規則第36条第3号）

10,368,000円

当該業務は、平成24年度からの継続業務で
あることから、契約の性質又は目的が競争を
許さない場合に該当するため（日本赤十字
社会計規則第36条第３項）

契約業者は当該機器の納入業者であり、当
該保守に必要な技術・能力及び保守部品を
有するのは契約予定業者のみであることか
1,868,400円
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため（日本赤十字社会計規
則第36条第３項）

その他必要な
事項（備考）

（平成29年４月）

随意契約締結状況

物品等又は役務の提供の名称及び数量

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

血液事業本部
就業情報システムにおけるソフトウェア及び 経営企画部用度課
19
機器保守
東京都港区芝大門
1-1-3

20

簡易型ヘモグロビン測定装置（コンポラブＴ
Ｓ）の定期点検

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

簡易型ヘモグロビン測定装置（ヘモキューヘ 血液事業本部
モグロビンフォトメーター）の定期点検
経営企画部用度課
21
東京都港区芝大門
1-1-3

成分採血装置（トリマアクセル及びテルシス
22 S）の保守

23 成分採血装置（CCS）の保守

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
経営企画部用度課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
献血者管理システムのシステム設計及びプ 経営企画部用度課
24
ロジェクト管理
東京都港区芝大門
1-1-3

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

アマノ株式会社
平成29年4月1日 東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル31階

株式会社ジェイ・エム・エス
東京都品川区南大井1-13-5
平成29年4月1日
新南大井ビル

株式会社アムコ
平成29年4月1日
東京都千代田区飯田橋4-8-7

随意契約にかかる
契約金額

随意契約によることとした理由

契約業者は、当該機器の納品・開発業者で
あり、適切な保守業務の実施が可能なの
は、契約業者のみであることから、契約の性
7,374,110円
質又は目的が競争を許さない場合に該当す
るため（日本赤十字社会計規則第36条第３
項）
契約業者は、当該装置の製造業者であり、
当該保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは同社のみであることから、契約
3,085,128円
の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第３項）
契約業者は、当該装置の製造業者であり、
当該保守に必要な技術・能力及び保守部品
を有するのは同社のみであることから、契約
6,080,832円
の性質又は目的が競争を許さない場合に該
当するため（日本赤十字社会計規則第36条
第３項）

テルモBCT株式会社
平成29年4月1日 東京都品川区東五反田3-20-14
高輪パークタワー13階

契約業者は、保守対象装置の製造業者であ
り、当該装置に対する一元的な保守管理が
可能であるのは契約業者のみであることか
145,206,000円
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため（日本赤十字社会計規
則第36条第３項）

ヘモネティクスジャパン合同会社
東京都千代田区1-16

契約業者は、保守対象装置の製造業者であ
り、当該装置に対する一元的な保守管理が
可能であるのは契約業者のみであることか
128,572,946円
ら、契約の性質又は目的が競争を許さない
場合に該当するため（日本赤十字社会計規
則第36条第３項）

PwCコンサルティング合同会社
東京都千代田区丸の内2-6-1

契約業者は、血液事業情報システムの支援
業者であり、血液事業情報システムと確実か
つ円滑なデータ連携を必須とする当該システ
211,680,000円 ムの設計に必要な能力・知識を有するのは
契約業者のみであることから、契約の性質
又は目的が競争を許さない場合に該当する
ため（日本赤十字社会計規則第36条第３項）

平成29年4月1日

平成29年4月1日

4

その他必要な
事項（備考）

