
 
競争契約の結果
【令和4年5月分】 物品役務等 日本中央競馬会

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（円） 契約金額（円） 落札（％） 備考  

ハロー牽引用作業車の調達
契約等担当職　日本中央競馬会施設
部施設総務課長 増田武志
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月26日
ワイ・エンジニアリング㈱
神奈川県横浜市西区浅間町5-384-8

一般競争入札  85,921,000   

ペネトレーションテスト業務
契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月13日
㈱ＩＴスクエア
新潟県新潟市中央区万代3-1-1

一般競争入札
（総合評価）

10,000,000 5,995,000 60.0%  

キャッシュレス投票会員対応用
ノートパソコンおよび周辺機器の調
達(2022年度分) 一式

契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月18日
ミツイワ㈱
東京都渋谷区渋谷3-15-6

一般競争入札  8,217,000   

「映像提供施設の新規展開」実施
代理店の選定　一式

契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月19日
㈱電通
東京都港区東新橋1-8-1

一般競争入札
（総合評価）

220,000,000 220,000,000 100.0%  

競馬場開催日イベント実施業務
（第1回函館競馬）　一式

契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月6日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

指名競争入札
（総合評価）

 106,723,529  

競馬場開催日イベント実施業務
（第3回阪神競馬）　一式

契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月26日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

指名競争入札
（総合評価）

 52,764,529  

「マルチガスユニット」の購入
契約等担当職　日本中央競馬会法務
部契約室長　伊藤哲也
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月27日
協立理工㈱
東京都文京区本駒込1-13-14

一般競争入札  4,004,000  

ウインズ後楽園無線システム一式
の更新

契約等担当職　日本中央競馬会ウイン
ズ部担当部長　金子洋之
東京都港区西新橋1-1-1

令和4年5月27日
㈱テレコム
神奈川県横浜市都筑区富士見が丘
15-6

一般競争入札 22,180,250  

障害鞍の更新
契約等担当職　日本中央競馬会競馬
学校副校長　寺内清人
千葉県白井市根835-1

令和4年5月18日
㈲富士ファーム
静岡県御殿場市板妻861

一般競争入札  3,498,600   

競馬学校で使用する電力一式
契約等担当職　日本中央競馬会競馬
学校副校長　寺内清人
千葉県白井市根835-1

不調  

研究用備品（リアルタイムＰＣＲ）の
購入

契約等担当職　日本中央競馬会競走
馬総合研究所次長　吉田年伸
栃木県下野市柴1400-4

令和4年5月18日
新日本産業㈱
栃木県小山市犬塚3-33-6

一般競争入札 　 11,451,000  
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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（円） 契約金額（円） 落札（％） 備考  

研究用備品（小型冷却遠心機）の
購入

契約等担当職　日本中央競馬会競走
馬総合研究所次長　吉田年伸
栃木県下野市柴1400-4

令和4年5月19日
新日本産業㈱
栃木県小山市犬塚3-33-6

一般競争入札 　 1,277,650  

研究用備品（薬用冷蔵庫）の購入
契約等担当職　日本中央競馬会競走
馬総合研究所次長　吉田年伸
栃木県下野市柴1400-4

令和4年5月19日
協立理工㈱
東京都文京区本駒込1-13-14

一般競争入札 　 1,144,000  

総務課連絡車の購入
契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月6日
㈱甲谷商会
北海道浦河郡浦河町字西幌別番外
地

一般競争入札
（総合評価）

　 3,770,000 　  

業務用トラクターの借上
契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月18日
㈱共成レンテム
北海道帯広市西18条北1-14

一般競争入札 　 3,776,960 　  

ガスクロマトグラフ質量分析計の
更新

契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月25日
大槻理化学㈱
北海道北見市卸町1-6-2

一般競争入札 　 12,870,000 　  

日本中央競馬会馬術大会に伴う
乗馬の輸送

契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月30日
三和運輸㈱
北海道浦河郡浦河町堺町西3-13-32

一般競争入札 　 1,800,000 　  

移動式高圧洗浄機の購入
契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月31日
パブリックマシーンイケダ㈱
北海道日高郡新ひだか町静内駒場
6-35

一般競争入札 　 1,114,300 　  

トレッドミルベルト交換業務
契約等担当職　日本中央競馬会日高
育成牧場副場長　頃末憲治
北海道浦河郡浦河町字西舎535-13

令和4年5月31日
㈱竹山
北海道札幌市中央区北6条西16-1-5

一般競争入札 　 1,540,000 　  

超音波診断装置の更新
契約等担当職　日本中央競馬会栗東ト
レーニング・センター副場長　後藤孝生
滋賀県栗東市御園1028

令和4年5月19日
㈱三笑堂
京都府京都市南区上鳥羽大物町68

一般競争入札  10,230,000    

馬医療用薬品及び器材の購入（再
入札） 一式

契約等担当職　日本中央競馬会栗東ト
レーニング・センター副場長　後藤孝生
滋賀県栗東市御園1028

令和4年5月26日
㈱メディセオ
東京都中央区八重洲2-7-15

一般競争入札 　 1,496,110 単価契約  

馬医療用薬品及び器材の購入（再
入札） 一式

契約等担当職　日本中央競馬会栗東ト
レーニング・センター副場長　後藤孝生
滋賀県栗東市御園1028

令和4年5月26日
JRAファシリティーズ㈱
東京都中央区八丁堀3-19-9

一般競争入札 　 9,844,500 単価契約  

ポータブル内視鏡一式の購入

契約等担当職　日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター副場長　中山由紀
夫
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

令和4年5月19日
㈱五十嵐コーポレーション
神奈川県逗子市小坪2-2-3

一般競争入札  2,806,100  
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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（円） 契約金額（円） 落札（％） 備考  

超音波デブリ機器一式の購入

契約等担当職　日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター副場長　中山由紀
夫
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

令和4年5月19日
㈱三笑堂
京都府京都市南区上鳥羽大物町68

一般競争入札  1,958,000  

ＤＲ（高感度デジタルラジオグラ
フィー）の更新

契約等担当職　日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター副場長　中山由紀
夫
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

令和4年5月19日
富士フイルムＶＥＴシステムズ㈱
東京都三鷹市下連雀3-35-1

一般競争入札  6,875,000  

血液ガス分析装置の更新

契約等担当職　日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター副場長　中山由紀
夫
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

令和4年5月19日
㈱セントラルメディカル
茨城県土浦市神立町2506

一般競争入札  4,620,000  

ベッドサイドモニター一式の更新

契約等担当職　日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター副場長　中山由紀
夫
茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2

令和4年5月26日
㈱アコマ医科工業
東京都文京区本郷2-14-14

一般競争入札  4,840,000  

入場券等発売業務
契約等担当職　日本中央競馬会札幌
競馬場副場長　藤沢流
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1

令和4年5月12日
㈱FF
札幌市中央区北4条西6-1

一般競争入札  1,443,750  

札幌競馬開催に伴う調教師宿泊
施設の借上

契約等担当職　日本中央競馬会札幌
競馬場副場長　藤沢流
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1

令和4年5月13日
㈱東横イン
東京都大田区新蒲田1-7-4

一般競争入札  6,432,450   

ウッドチップハローの更新
契約等担当職　日本中央競馬会札幌
競馬場副場長　藤沢流
北海道札幌市中央区北16条西16-1-1

令和4年5月19日
JRAファシリティーズ㈱
東京都中央区八丁堀3-19-9

一般競争入札  15,543,000   

函館競馬場開業装蹄師宿泊施設
の借上

契約等担当職　日本中央競馬会函館
競馬場副場長　金子雄一
北海道函館市駒場町12-2

令和4年5月20日
㈱レオパレス２１
東京都中野区本町2-54－11

一般競争入札 2,783,863  

超音波洗浄装置一式の購入
契約等担当職　日本中央競馬会函館
競馬場副場長　金子雄一
北海道函館市駒場町12-2

令和4年5月18日
㈱ムトウ
北海道札幌市北区北11条西4-1-15

一般競争入札 6,336,000  

純金製メダル 一式
契約等担当職　日本中央競馬会福島
競馬場副場長　二村啓介
福島県福島市松浪町9-23

令和4年5月19日
㈱松屋
東京都中央区銀座3-6-1

一般競争入札  34,691,000  重量入札  

公用車の更新
契約等担当職　日本中央競馬会福島
競馬場副場長　二村啓介
福島県福島市松浪町9-23

令和4年5月27日
福島トヨタ自動車㈱
福島県福島市大平寺字沖高25

一般競争入札
（総合評価）

 4,076,380   

業務用ガス乾燥機の更新
契約等担当職　日本中央競馬会福島
競馬場副場長　二村啓介
福島県福島市松浪町9-23

令和4年5月12日
㈱巴商会
東京都千代田区神田須田町2-6

一般競争入札  2,530,000   
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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（円） 契約金額（円） 落札（％） 備考  

万能木工盤の購入
契約等担当職　日本中央競馬会福島
競馬場副場長　二村啓介
福島県福島市松浪町9-23

令和4年5月19日
㈲梅津鋸商店
福島県福島市陣場町9-3

一般競争入札  3,124,000   

移動式クーラーの購入
契約等担当職　日本中央競馬会福島
競馬場副場長　二村啓介
福島県福島市松浪町9-23

令和4年5月26日
㈱イーズ
東京都港区新橋3-3-13

一般競争入札  2,156,000   

自走式スイーパーの更新
契約等担当職　日本中央競馬会新潟
競馬場副場長　石井浩二
新潟県新潟市北区笹山3490

令和4年5月27日
新潟環境整備㈱
新潟県新潟市北区島見町3399-4

一般競争入札  12,155,000   

金製品の売却
契約等担当職　日本中央競馬会中山
競馬場副場長　杉山拓哉
千葉県船橋市古作1-1-1

令和4年5月26日
㈱下妻資源
茨城県下妻市大木1274-1

一般競争入札  1,282,883    

消火器の更新
契約等担当職　日本中央競馬会東京
競馬場副場長　白井隆久
東京都府中市日吉町1-1

令和4年5月13日
㈱消防弘済会
東京都立川市羽衣町3-27-19

一般競争入札  2,422,600  

大型４列式爪ハローの更新
契約等担当職　日本中央競馬会東京
競馬場副場長　白井隆久
東京都府中市日吉町1-1

令和4年5月13日
JRAファシリティーズ㈱
東京都中央区八丁堀3-19-9

一般競争入札  3,256,000  

乗用バンカーレーキの購入
契約等担当職　日本中央競馬会東京
競馬場副場長　白井隆久
東京都府中市日吉町1-1

令和4年5月13日
ゴルフ場用品㈱
大阪府茨木市沢良宜西4-15-8

一般競争入札   3,861,000  

トラクターの更新（再入札）
契約等担当職　日本中央競馬会京都
競馬場副場長　鈴木勉
京都府京都市伏見区葭島渡場島町32

令和4年5月26日
日本ニューホランド㈱
北海道札幌市中央区北1条西13-4

一般競争入札  6,182,000  

大型4列式爪ハローの更新
契約等担当職　日本中央競馬会阪神
競馬場副場長　横江誠司
兵庫県宝塚市駒の町1-1

令和4年5月26日
JRAファシリティーズ㈱
東京都中央区八丁堀3-19-9

一般競争入札  3,828,000  

純金製品一式
契約等担当職　日本中央競馬会小倉
競馬場副場長　外山信男
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

令和4年5月13日
㈱クレール
東京都台東区上野3-6-9

一般競争入札   69,431,250 重量入札  

アジアウィーク寄贈賞複製品の購
入

契約等担当職　日本中央競馬会小倉
競馬場副場長　外山信男
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

令和4年5月13日
㈱井筒屋
福岡県北九州市小倉北区船場町1-1

一般競争入札  2,281,840  

バンカーレーキの購入
契約等担当職　日本中央競馬会小倉
競馬場副場長　外山信男
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

令和4年5月26日
ゴルフ場用品㈱
大阪府茨木市沢良宜西4-15-8

一般競争入札  3,795,000  

4



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（円） 契約金額（円） 落札（％） 備考  

タインハローの更新
契約等担当職　日本中央競馬会小倉
競馬場副場長　外山信男
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

令和4年5月26日
JRAファシリティーズ㈱
東京都中央区八丁堀3-19-9

一般競争入札  4,433,000  

小倉競馬場改札業務
契約等担当職　日本中央競馬会小倉
競馬場副場長　外山信男
福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1

令和4年5月27日
エントリーサービスプロモーション㈱
福岡県福岡市中央区天神3-6-26

一般競争入札  4,500,630  
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