
 
競争契約の結果
【令和4年6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  

競走馬トラッキングシステムに関す
る実証実験　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6月17日
富士通㈱
神奈川県川崎市中原区上小田中4-
1-1

一般競争入札
（総合評価）

35,000,000 34,940,400 99.8%  

競走馬トラッキングシステムに関す
る実証実験　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6月17日
日本電気㈱
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札
（総合評価）

35,000,000 29,012,500 82.9%  

カメラを活用した画像認識技術に
関する実証実験　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6月24日
日本電気㈱
東京都港区芝5-7-1

一般競争入札
（総合評価）

33,000,000 9,900,000 30.0%  

日本競馬プロモーション映像の制
作　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6月8日
㈱読売広告社
東京都港区赤坂5-2-20

一般競争入札
（総合評価）

13,000,000 13,000,000 100.0%  

「2022年度JRA賞授賞式」実施会
場ホテルの選定　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6月22日
㈱西武リアルティソリューションズ
東京都豊島区南池袋1-16-15

一般競争入札
（総合評価）

15,000,000 14,967,040 99.8%  

電話・インターネット投票会員向け
参加促進キャンペーン（ＪＲＡアニ
バーサリー）

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6月24日
㈱京王エージェンシー
東京都新宿区西新宿2-4-1

一般競争入札
（総合評価）

90,000,000 90,000,000 100.0%  

情報系ネットワーク東西センタ標
準化機器の調達　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6月15日
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ
㈱
東京都新宿区西新宿3-20-2

一般競争入札 280,623,200  

競馬理解増進WEBコンテンツ（下
期）制作業務　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6月16日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

一般競争入札
（総合評価）

120,000,000 120,000,000 100.0%  

競馬場開催日イベント実施業務
（第3回小倉競馬）　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6月9日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

指名競争入札
（総合評価）

 47,243,000  

競馬場開催日イベント実施業務
（第2回福島競馬）　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6月9日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

指名競争入札
（総合評価）

 47,893,373  

ウインズ神戸ファンエリアゴミ箱の
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6月17日
籠辰商店
兵庫県西宮市六湛寺町1-22

一般競争入札 2,916,650  

1



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  

ウインズ姫路事務用機器類（マー
クカード記入台等）一式の調達

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6月3日
㈱近鉄百貨店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-
1-43

一般競争入札 1,600,000  

紙幣小帯機の更新
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6月30日
ローレルバンクマシン㈱
東京都港区虎ノ門1-1-2

一般競争入札 9,724,000  

馬や馬術競技の魅力発信プロ
モーション　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6月10日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

一般競争入札
（総合評価）

150,000,000 150,000,000 100.0%  

障害鞍の購入　一式
契約等担当職　日本中央競馬会馬事
公苑苑長　甲田啓
栃木県宇都宮市砥上町321-4

令和4年6月16日
㈲富士ファーム
静岡県御殿場市板妻861

一般競争入札 2,990,000  

競走馬シミュレーターの購入
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6月2日
㈲マツカゼ
茨城県稲敷郡美浦村受領1749

一般競争入札  9,795,500   

飼料・敷料〈下半期〉（チモシー）
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6月2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  26,796,000 　  

飼料・敷料〈下半期〉（完全配合飼
料）

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6月2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 8,652,600 　  

飼料・敷料〈下半期〉（ルーサン牧
草）

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6月2日
日本競馬飼糧㈱
千葉県千葉市稲毛区長沼原町220

一般競争入札  2,640,000 　  

飼料・敷料〈下半期〉（ワラ）
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6月2日
日本競馬飼糧㈱
千葉県千葉市稲毛区長沼原町220

一般競争入札  13,860,000 　  

フロントロータリーモアの購入
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6月2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  1,672,000 　  

研究用備品（ワークステーション）
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6月16日
ミツイワ㈱
東京都渋谷区渋谷3-15-6

一般競争入札  2,955,700  

研究用備品（3次元モーションキャ
プチャシステム）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6月22日
アーカイブティップス㈱
東京都千代田区内神田3-24-3

一般競争入札  19,250,000  
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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
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感染実験棟除染消毒作業
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6月30日
㈱イカリステリファーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11

一般競争入札  3,718,000  

トラクターの更新
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6月1日
小坂機械㈱
北海道日高郡新ひだか町静内末広
町1-2-14

一般競争入札  11,539,000   

乗馬ズボンの購入
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6月8日
アバンティオン㈱
大阪府大阪市鶴見区横堤3-9-5

一般競争入札   1,301,520  単価契約  

医療機器の購入
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6月29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  4,999,995   

飼料・敷料（下半期）一式
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6月29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  9,762,500  単価契約  

飼料・敷料（下半期）一式
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6月29日
㈱ホクチク
北海道浦河郡浦河町西幌別328-66

一般競争入札  7,844,100  単価契約  

第3四半期燃料類（レギュラーガソ
リン）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6月29日
ひだか東農業協同組合
北海道浦河郡浦河町堺町東2-5-5

一般競争入札  1,881,000  単価契約  

第3四半期燃料類（軽油）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6月29日
ひだか東農業協同組合
北海道浦河郡浦河町堺町東2-5-5

一般競争入札   5,889,000  単価契約  

宮崎育成牧場購買育成馬自動車
輸送業務

契約等担当職　日本中央競馬会宮崎
育成牧場長　梅村英人
宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347

令和4年6月22日
㈱吾平運送
鹿児島県鹿屋市吾平町下名3190

一般競争入札 　 7,260,000 　 　  

厩舎（ロ１他）解体撤去工事に伴う
有価物（建築廃材）の売却

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6月24日
㈱伊藤商店
京都府京都市南区吉祥院石原上川
原町6

一般競争入札  1,633,500   

多本架遠心機一式の更新

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6月2日
協立理工㈱
東京都文京区本駒込1-13-14

一般競争入札  1,225,400  

産業廃棄物（コンクリートがら）収
集運搬・処理業務

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6月3日
㈱美浦クリーン
茨城県稲敷郡美浦村大字布佐1732

一般競争入札  3,861,000  
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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
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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  

動物用内視鏡一式の更新

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6月9日
㈱栗原医療器械店
群馬県太田市清原町4-6

一般競争入札  9,769,650  

ホイールローダの更新

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

不調  

投票業務エリア物品一式の更新
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6月2日
㈱三好商会
北海道札幌市中央区大通西18-1

一般競争入札  1,827,100   

ワールドオールスタージョッキーズ
賞品の調達

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6月9日
輪島漆器販売㈱
東京都中央区八丁堀3-11-12

一般競争入札
（総合評価）

 1,400,000   

札幌競馬開催に伴う開業装蹄師
滞在施設の借上

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6月17日
㈱レオパレス２１
東京都中野区本町2-54－11

一般競争入札  2,578,888   

全自動血球計測器の更新
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6月17日
MPアグロ㈱
北海道北広島市大曲工業団地6-2-
13

一般競争入札  2,310,000   

医療器具（医療用ベッド一式）の購
入

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6月30日
㈱ムトウ
北海道札幌市中央区北3条西21-1-
23

一般競争入札  12,122,000   

電力（札幌競馬場）一式の調達
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

 不調 一般競争入札     

能動型下肢用他運動訓練装置他
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6月29日
㈱常光
東京都文京区本郷3-19-4

一般競争入札 1,980,000  

超音波治療器他の購入
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6月29日
㈱ムトウ
北海道札幌市北区北１１条西４-11-
15

一般競争入札 1,845,690  

高所作業台の更新
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6月30日
エイハン・ジャパン㈱
東京都港区芝浦3-15-2

一般競争入札 1,430,000  

硬貨計数機の更新
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6月24日
ローレルバンクマシン㈱
福島県福島市大町7-3

一般競争入札  2,464,000   
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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  

ダストボックスの更新
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6月23日
㈱第一工芸社
東京都港区西新橋1-18-6

一般競争入札  5,127,100   

ゴムマットの購入
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6月1日
広島化成㈱
広島県福山市松浜町2-2-11

一般競争入札  6,538,004   

純金製品　一式
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6月3日
㈱クレール
東京都台東区上野3-6-9

一般競争入札  52,887,000  重量入札  

UNIMO（メラ遠心血液ポンプシステ
ム）の購入

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6月9日
クロスウィルメディカル㈱
新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-
22

一般競争入札  9,999,979   

超音波切開装置等の購入
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6月17日
クロスウィルメディカル㈱
新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-
22

一般競争入札  1,499,982   

事務機器及び家電の更新
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6月24日
㈱日青堂
新潟県新潟市東区卸新町2-848-11

一般競争入札  6,248,000   

自動給茶機の購入
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6月24日
ホシザキ北信越(株)
石川県金沢市松島2-26

一般競争入札  2,035,440   

X線骨密度測定装置の購入
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6月24日
クロスウィルメディカル㈱
新潟県新潟市東区紫竹卸新町1808-
22

一般競争入札  9,955,000   

金製品の売却
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6月24日
新興鉄鋼㈱
東京都江東区亀戸6-24-8

一般競争入札  2,816,340    

電力一式
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

 不調  

飯豊寮電力需給契約
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

 不調  

電化製品の更新
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6月2日
㈱ヤシマキザイ
東京都中央区日本橋兜町6-5

一般競争入札 　 81,400 　  
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電化製品の更新
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6月2日
㈱東武百貨店
東京都豊島区西池袋1-1-25

一般競争入札 　 1,568,050 　  

電化製品の更新
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6月2日
㈱ナガイ
東京都板橋区本町13-4

一般競争入札 　 1,063,930 　  

電化製品の更新
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6月2日
㈱高島屋
東京都中央区日本橋2-4-1

一般競争入札 　 106,330 　  

ホイールローダの購入
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6月2日
コマツカスタマーサポート㈱
東京都港区白金1-17-3

一般競争入札 　 7,150,000 　  

第3四半期 軽油・ガソリンの購入
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6月16日
吉野商店㈱
千葉県市川市本北方3-22-21

一般競争入札 　 1,505,100 　  

国際厩舎用馬医療機器の購入
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6月10日
森久保薬品㈱千葉事業部
千葉県印旛郡酒々井町飯積1-2-2

一般競争入札  3,114,276  

馬衡機の購入
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6月17日
㈱築地計機製作所
東京都中央区築地5-2-1

一般競争入札  2,150,000  

第60回府中市商工まつりにおける
出展等請負業務

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6月23日
㈱京王エージェンシー
東京都新宿区西新宿2-4-1

一般競争入札
（総合評価）

2,000,000 2,000,000 100.0%  

国際厩舎用家具・家電類の購入
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6月24日
京葉産業㈱
千葉県市川市市川南2-7-8

一般競争入札  11,484,000  

馬房用ゴムマットの購入
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6月9日
㈱ニューコンセプト
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-24

一般競争入札  8,728,368   

デジタル馬衡機の購入
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6月15日
関西衡機㈱
大阪府大阪市平野区西脇1-6-14

一般競争入札  7,590,000   

馬糞ボックスの購入
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6月29日
名古屋コンテナー㈱
愛知県名古屋市港区藤前1-607

一般競争入札  3,137,200   
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人救護所レントゲン撮影台の更新
について

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6月9日
島津メディカルシステムズ㈱
大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24

一般競争入札  2,640,000  

デジタルサイネージを利用した応
援メッセージ受付・放映運用業務
の実施

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6月9日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

一般競争入札
（総合評価）

7,000,000 7,000,000 100.0%  

紙幣小帯機の更新
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6月2日
ローレルバンクマシン㈱
東京都港区虎ノ門1-1-2

一般競争入札 　 2,533,300  

馬医療用および防疫用薬品・器材
の単価契約

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6月10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 　 4,851,000 単価契約  

スマートシート案内看板の購入
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6月16日
㈱日本装美
福岡県北九州市小倉南区日の出町
1-2-1

一般競争入札 　 2,571,580  

超音波診断装置の購入
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6月30日
アイティーアイ㈱北九州支店
福岡県北九州市小倉南区湯川新町
3-16-2

一般競争入札 　 8,250,000  

システム生物顕微鏡の購入
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6月30日
㈱アステム 北九州営業部
福岡県北九州市下曽根新町13-1

一般競争入札 　 1,731,730  
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