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

1

Ｗｅｂ会議システムの利用
（令和４年度年間利用）

2 資金運用にかかるコンサルタント

3

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

財政部契約課
日本赤十字社における情報システム管理に
東京都港区芝大門
関する支援
1-1-3

4 人事・給与システムの改修

5

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

令和４年３月期法人税及び消費税申告及び
税務相談

6 有功章（献血ガラス盃）の作製

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

令和４年２月

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

令和4年2月1日

ジャパンメディアシステム株式会
社
東京都千代田区外神田2-14-10
第2電波ビル2階

契約業者は、現在までの利用実績から本件
の円滑な運営が可能である唯一の業者であ
3,564,000円 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４項）

令和4年2月1日

インディペンデント・フィデュシャ
リー株式会社
東京都千代田区平河町2-3-10
ライオンズ平河町101

契約業者は、平成20年度から同業務を受託してお
り、日本赤十字社の資金状況等について熟知して
いる。また、業務の性質上、継続して同社から指導・
4,000,000円 助言を受けることが最適であると考えられることか 消費税等抜き
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４
項）

随意契約によることとした理由

令和4年2月2日

株式会社クリネット
東京都武蔵野市中町1-16-10

契約業者は、日本赤十字社の組織体系等に
ついて把握しており、中立的な立場で情報収
集及び適切な助言等が実行可能であること
21,600,000円
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４項）

令和4年2月3日

テック情報株式会社
徳島県板野郡板野町犬伏字東谷
6-33

契約業者は、当該システムの開発業者であ
り、動作環境の互換性を維持し、本件業務の
履行が可能であるのは同社のみであること
21,285,000円
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４項）

KPMG税理士法人
東京都港区六本木1-6-1 泉ガー
デンタワー

契約業者は、平成16年度から当該業務を委
託している実績があり、日本赤十字社の特殊
な税務に精通し、適切な業務の実施が期待
2,673,000円
できることから、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４項）

令和4年2月7日

令和4年2月7日

有限会社多田美波研究所
東京都杉並区宮前5-1-5

1

契約業者は、当該業務に必要な技術・能力
及び部品等を有する唯一の業者であることか
140,937,500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４項）

その他必要な
事項（備考）

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 有功章（献血ガラス盃用箱）の作製

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

8

財政部契約課
日本赤十字社ビル東館６階及び西館４階レイ
東京都港区芝大門
アウト変更
1-1-3

9

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

10

解析用機器の保守(QIAsymPhony SPAS、
SP）

財政部契約課
「日本赤十字社Annual Report2021-2022（令
東京都港区芝大門
和３年度業務報告書）」の作成
1-1-3

11 解析用機器の保守（全自動血液培養装置）

12

解析用機器の保守（質量分析細菌同定装
置）

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
経営企画部財務課
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

令和４年２月

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

日本データ・サプライ株式会社
東京都豊島区巣鴨4-35-7

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
5,927,849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４項）

令和4年2月8日

株式会社清和ビジネス
東京都中央区日本橋室町4-3-18

契約業者は、過去の実績により新執務室のレイア
ウトを熟知しており、レイアウトに沿った什器備品の
配置等、適切な業務の実施が期待できること、ま
4,275,205円 た、他社との連携が必要な本件業務を安全かつ迅
速に行うことができる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４項）

令和4年2月8日

メーカー：株式会社キアゲン
東京都中央区勝どき3-13-1
代理店：株式会社池田理化
東京都千代田区鍛治町1-8-6

契約業者は、当該機器の製造業者であり、確
実な保守体制のもと安定的かつ円滑な機器
のメンテナンスが実施できるのは同社のみで
3,878,600円
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４項）

令和4年2月9日

アインズ株式会社
東京都千代田区内神田2-12-6
内神田ＯＳビル６階

契約業者は、プロポーザルにより選定し、平
成30年度から本件業務を受託していること、
また業務の性質上、継続して委託することで
2,874,349円 適切な業務の遂行を期待できることから契約
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４項）

令和4年2月9日

ビオメリュー・ジャパン株式会社
東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜
池タワー2階

契約業者は、当該機器の製造業者であり、確
実な保守体制のもと安定的かつ円滑な機器
のメンテナンスが実施できるのは同社のみで
1,056,000円
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４項）

令和4年2月10日

メーカー：ベックマン・コールター
株式会社
東京都江東区有明3-5-7
代理店：アズサイエンス株式会社
東京都江東区石島2-14
ImasRiverside 2階

契約業者は、当該機器の製造業者であり、確
実な保守体制のもと安定的かつ円滑な機器
のメンテナンスが実施できるのは同社のみで
1,815,000円
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４項）

令和4年2月7日

2

その他必要な
事項（備考）

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

13

14

解析用機器の保守(次世代シーケンサー
Miseqシステム）

「日本赤十字社例規類集（令和４年４月１日
版）」の作製及び代金回収

随意契約
担当部課の名称
及び所在地

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

血液事業本部
解析用機器の保守（全自動化学発光免疫測 経営企画部財務課
15
定装置）
東京都港区芝大門
1-1-3

16

財政部契約課
コロナ禍における日赤若手職員によるアドボ
東京都港区芝大門
カシー動画の地上波TVCM放送
1-1-3

17 「MEDIFAX」利用ＩＤ等の購入

財政部契約課
東京都港区芝大門
1-1-3

18 協働ロボットの活用検証に伴う賃貸借

血液事業本部
経営企画部財務課
東京都港区芝大門
1-1-3

随意契約を
締結した日

令和4年2月10日

令和4年2月16日

令和4年2月16日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

令和４年２月

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

理科研株式会社
東京都文京区本郷3-44-2

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み
2,316,930円 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４項）

株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木場1-18-11

契約業者は、例規類集に掲載している日本赤十字
社の諸規定、業務上特に重要な通知等は法制執行
支援システム「じょうれいくん」サーバーで管理して
おり、当該サーバーから抽出・印刷できるのは、本
4,741,303円 システムの構築業者である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施行第36
条第４項）

アボットジャパン合同会社
東京都港区三田3-5-27 住友不
動産三田ツインビル西館

契約業者は、当該機器の製造業者であり、確
実な保守体制のもと安定的かつ円滑な機器
のメンテナンスが実施できるのは同社のみで
1,650,000円
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４項）
契約業者は、令和３年11月1日付で当該動画の製
作等について、業務委託契約を締結している。本件
は、当該動画をテレビCM放送用に再編集し、素材
48,950,000円 を制作するものであり、同社が効率的かつ適切な業
務の遂行が期待できる唯一の業者であることから、
契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当
する。（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

令和4年2月28日

株式会社博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

令和4年2月28日

株式会社じほう
東京都千代田区神田猿楽町1-515

契約業者は、当該サービスを提供する唯一
の業者であることから、契約の性質又は目的
8,949,600円
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施行第36条第４項）

令和4年2月28日

高島ロボットマーケティング株式
会社
東京都千代田区神田駿河台34
龍名館本店ビル８階

契約業者は、現在使用している物品の賃貸
業者であり、現行の賃貸借契約の再契約を
2,112,000円 行うことから、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４項）

3

その他必要な
事項（備考）

