
 
競争契約の結果
【令和4年12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  

小口貨物等集配送業務
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12月8日
佐川急便㈱
東京都江東区東雲2-13-32

一般競争入札  23,139,879   

第90回日本ダービー記念ネクタイ
の製作

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12月23日
オンワード商事㈱
東京都千代田区飯田橋2-10-10

一般競争入札
（総合評価）

33,700,000 33,165,000 98.4% 単価契約  

第90回日本ダービー記念品（女性
用）の製作

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12月23日
㈱大丸松坂屋百貨店
東京都江東区木場2-8-11

一般競争入札
（総合評価）

9,500,000 9,500,000 100.0% 単価契約  

自動車保険契約　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12月15日
日新火災海上保険㈱
東京都千代田区神田駿河台2-3

一般競争入札  2,313,670  

賠償責任保険契約　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12月15日
三井住友海上火災保険㈱
東京都千代田区神田駿河台3-11-1

一般競争入札  1,204,030  

現金動産保険契約　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12月15日
損害保険ジャパン㈱
東京都新宿区西新宿1-26-1

一般競争入札  769,630  

コピー用紙の購入
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12月20日
㈱大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4

一般競争入札  13,839,500 単価契約  

2024年度新規職員採用選考に伴
う能力検査業務（筆記試験）

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12月1日
㈱日本経営協会総合研究所
東京都新宿区西新宿2-7-1

一般競争入札
（総合評価）

4,900,000 4,818,000 98.3%  

新規職員採用セミナー運営業務
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12月8日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

一般競争入札
（総合評価）

7,500,000 7,500,000 100.0%  

海外駐在員の異動に伴う荷物移
転業務（ニューヨーク駐在員事務
所）

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12月15日
㈱ヤマタネ
東京都江東区越中島1-2-21

一般競争入札  5,706,230  単価契約  

海外駐在員の異動に伴う荷物移
転業務（ロンドン・パリ駐在員事務
所）

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12月15日
㈱ヤマタネ
東京都江東区越中島1-2-21

一般競争入札  10,649,460  単価契約  
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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  

海外駐在員の異動に伴う荷物移
転業務（シドニー駐在員事務所）

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12月15日
㈱ヤマタネ
東京都江東区越中島1-2-21

一般競争入札  4,349,130  単価契約  

ウインズ立川B館放送設備機器の
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12月15日
パナソニックコンシューマーマーケ
ティング㈱
東京都品川区東品川1-39-9

一般競争入札  10,780,000   

馬場用ウッドチップの調達
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12月23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  403,568,000   

国際交流競走における厩舎付き
通訳業務　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12月8日
㈱アイ・エス・エス
東京都港区三田3-13-12

一般競争入札
（総合評価）

 8,100,000 単価契約  

国際宅急便（クーリエサービス）の
集配送業務　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12月15日
NXクーリエサービス㈱
東京都中央区日本橋小舟町1-11

一般競争入札  2,246,800 単価契約  

国際競馬会議用プロモーション映
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12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）

3,000,000 3,000,000 100.0%  

JRA公式SNS運用サポート業務
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12月15日
㈱博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

一般競争入札
（総合評価）

41,000,000 41,000,000 100.0%  

関西計算センター什器備品の調達
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12月2日
㈱第一工芸社
東京都港区西新橋1-18-6

一般競争入札 6,490,000  

旅行券の調達　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12月15日
㈱ＪＴＢ
東京都品川区東品川2-3-11

一般競争入札
（総合評価）

19,407,500 単価契約  

ウインズ新白河中型映像装置機
器　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12月16日
NECネッツエスアイ㈱
東京都中央区日本橋室町3-2-1

一般競争入札 20,900,000  

映像コンテンツ（調教VTR・ターフト
ピックス等）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12月7日
㈱中央競馬ピーアール・センター
東京都港区新橋4-5-4

一般競争入札
（総合評価）

343,500,000 343,497,724 99.9%  

デスクトップ型シンクライアント端
末付属品の調達　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12月21日
京葉産業㈱
千葉県市川市市川南2-7-8

一般競争入札  4,518,800  
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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  

「ぱどっく」印刷業務　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12月15日
㈱ダイサン
栃木県さくら市押上755-1

一般競争入札  1,966,800  

国際競走における広報活動業務
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12月15日
ＩＰＧデクストラ・ジャパン㈱
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札  49,651,550 単価契約  

マスコミへの情報提供及び情報収
集活動業務　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12月15日
ＩＰＧデクストラ・ジャパン㈱
東京都港区三田1-4-28

一般競争入札  8,812,815  

ファクシミリ一斉同報サービス　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12月15日
㈱ネクスウェイ
東京都港区虎ノ門4-3-13

一般競争入札  1,949,530 単価契約  

ウインズ汐留・新宿・渋谷一般廃
棄物および産業廃棄物収集運搬・
処分業務

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12月2日
㈱要興業
東京都豊島区池袋2-14-8

一般競争入札  6,957,900  

エクセル等有料席用リストバンドの
作製

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12月14日
西谷印刷㈱
東京都江東区三好2-1-4

一般競争入札  3,645,757  

ウインズ米子　重油の購入
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

 不調 一般競争入札  

ウインズ釧路　重油の購入
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12月15日
㈱三宝商会
北海道釧路市堀川町7-35

一般競争入札  3,049,200  

ウインズ新白河　白灯油の購入
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12月15日
白河商事㈱
福島県白河市中町65

一般競争入札  5,359,200  

エタノール系手指消毒液の調達
（全国ウインズ等）【再入札】

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12月7日
オイラー㈱
石川県金沢市間明町2-24-1

一般競争入札  1,434,913  

JARIS版下原稿作製業務 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12月1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  15,492,715  

永年馬主表彰記念品の購入　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12月8日
㈱中央競馬ピーアール・センター
東京都港区新橋4-5-4

一般競争入札
（総合評価）

1,320,000 1,099,285 83.3% 単価契約  
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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  

競馬番組本の印刷等業務　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12月22日
勝美印刷㈱
東京都文京区白山1-13-7

一般競争入札 6,397,930  

初出走記念品の購入　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12月22日
㈱髙島屋
東京都中央区日本橋2-4-1

一般競争入札
（総合評価）

3,000,000 3,000,000 100.0% 単価契約  

厩舎関係者表彰賞品の調達　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12月28日
㈱東武百貨店
東京都江東区木場1-1-25

一般競争入札
（総合評価）

950,000 950,000 100.0%  

厩舎関係者表彰賞品の調達　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12月28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）

1,950,000 1,950,000 100.0% 単価契約  

予防液の調達 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12月8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  293,736,300 単価契約  

検体採取用器材の調達
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12月16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  11,174,850 単価契約  

兼用蹄鉄および装蹄器材の調達
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12月15日
㈱タイワ
岐阜県関市市平賀811

一般競争入札  11,647,350 単価契約  

兼用蹄鉄および装蹄器材の調達
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12月15日
(有)ファイ健ホース
東京都足立区東保木間2-17-3

一般競争入札  6,274,400 単価契約  

兼用蹄鉄および装蹄器材の調達
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12月15日
(有)今井製作所
愛知県名古屋市港区小碓4-330

一般競争入札  3,474,405 単価契約  

兼用蹄鉄および装蹄器材の調達
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12月15日
㈱柏陽
千葉県柏市西原1-7-83

一般競争入札  1,793,000 単価契約  

馬事公苑宇都宮事業所　寮施設
管理業務　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12月1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
（総合評価）

15,149,160  

馬事公苑宇都宮事業所　食堂運
営業務　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12月1日
㈱ニッコクトラスト
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

一般競争入札
（総合評価）

12,738,000  
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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  

馬事公苑宇都宮事業所　常駐警
備業務　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12月1日
東亜警備保障㈱
栃木県宇都宮市泉が丘1-16-30

一般競争入札 31,124,280  

馬事公苑（世田谷）　寮施設管理
業務　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12月7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
（総合評価）

10,664,676  

馬事公苑宇都宮事業所　清掃業
務　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12月7日
協働美装㈱
埼玉県さいたま市見沼区中川79-1-
102

一般競争入札 5,115,000  

馬事公苑（世田谷）　一般廃棄物
収集運搬業務　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12月14日
㈱増建
東京都品川区東大井1-13-12 一般競争入札 4,148,208 単価契約  

馬事公苑（世田谷）引越業務　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12月16日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札 2,748,687 単価契約  

馬事公苑（世田谷）体育館清掃業
務　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12月9日
㈱新東美装
東京都世田谷区上用賀4-3-8

一般競争入札 1,098,900  

馬事公苑（世田谷）常駐警備業務
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12月9日
競馬セキュリティサービス㈱
東京都港区西新橋3-2-1

一般競争入札 63,756,000  

馬糧類　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12月22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 62,574,160 単価契約  

馬事公苑宇都宮事業所　防疫業
務　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12月23日
㈱ムラヤマ
茨城県結城市結城9098

一般競争入札 1,980,000  

馬事公苑宇都宮事業所　馬糞等
構内集積・構外搬出業務　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12月23日
㈱ムラヤマ
茨城県結城市結城9098

一般競争入札 10,892,200  

飼料・敷料（上半期）（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12月1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  3,564,000  単価契約  

飼料・敷料（上半期）（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12月1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  22,275,000  単価契約  
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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  

飼料・敷料（上半期）（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12月1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  27,258,000  単価契約  

飼料・敷料（上半期）（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12月1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  9,405,000  単価契約  

飼料・敷料（年間）（ウッドチップ）
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12月1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  4,065,600  単価契約  

飼料・敷料（年間）（塩他）
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12月1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  2,709,234  単価契約  

競馬学校清掃業務
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12月2日
㈱アビック
茨城県水戸市袴塚2-4-46

一般競争入札  11,880,000   

競馬学校公正寮等食堂運営業務
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12月8日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 23,786,047   

事務所等清掃業務
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12月1日
㈱TSビルシステム
埼玉県戸田市笹目6-12-1

一般競争入札  13,805,000   

競走馬総合研究所警備業務
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12月1日
東亜警備保障㈱
栃木県宇都宮市泉が丘1-16-30

一般競争入札  26,547,180   

事業系一般廃棄物収集運搬・処
理業務

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12月1日
㈲アオキ
栃木県下野市柴15-8

一般競争入札  1,504,140   

事務所食堂運営業務及び栃木寮
管理業務

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12月1日
㈱レパスト
東京都港区東新橋1-9-1

一般競争入札
（総合評価）

 18,555,300   

馬糧・敷料　一式
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12月15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  73,481,314  単価契約  

引越業務
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12月15日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札  3,890,000   
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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  

引越業務
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12月1日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札  3,657,900   

塵芥処理業務
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12月2日
㈲ウノキ
北海道様似郡様似町栄町63

一般競争入札  3,008,060   

飼料・敷料（上半期）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12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  10,010,000  単価契約  

飼料・敷料（上半期）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12月2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  3,039,300  単価契約  

外国学術誌の購読
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12月6日
オーヴィス㈱
大阪府大阪市北区松ヶ枝町7-22

一般競争入札  2,997,720   

研究試薬及び消耗品（化学発光酵
素免疫測定システム測定キット）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12月6日
大槻理化学㈱
北海道北見市卸町1-6-2

一般競争入札  5,581,455  単価契約  

デジタルラジオグラフィー保守業務
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12月6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  999,900   

日高育成牧場施設保守管理業務
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12月6日
㈱グリーンマインド
北海道浦河郡浦河町字西舎195

一般競争入札  34,997,270   

すずらん寮管理業務
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12月8日
㈱魚国総本社
大阪府大阪市中央区道修町1-6-19

一般競争入札
（総合評価）

 9,900,000   

食堂運営業務
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12月8日
㈱魚国総本社
大阪府大阪市中央区道修町1-6-19

一般競争入札
（総合評価）

 6,600,000   

警備業務
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12月9日
㈱東洋実業
北海道札幌市中央区北6条西22-2-7

一般競争入札  29,707,260   

構内清掃業務
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12月9日
㈱東洋実業
北海道札幌市中央区北6条西22-2-7

一般競争入札  13,714,800   

7



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  

第1四半期燃料類（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12月14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  1,620,000  単価契約  

第1四半期燃料類（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12月14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  3,931,200  単価契約  

飼料・敷料（上半期）一式（再入
札）

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12月27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  9,663,500  単価契約  

職員食堂運営および寮管理業務
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12月8日
㈱メフォス
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 13,662,000    

施設保守管理業務
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12月9日
（一財）みやざき公園協会
宮崎県宮崎市鶴島2-10-25

一般競争入札  54,669,129    

馬用飼料　一式
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12月23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  5,335,000  単価契約  

馬用飼料　一式
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12月23日
岡崎興産㈱
福岡県京都郡苅田町幸町7-145

一般競争入札  13,299,000  単価契約  

事務所等及び構外周辺清掃業務
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12月1日
㈱ビケンテクノ
大阪府吹田市南金田2-12-1

一般競争入札  12,462,120  

事業系一般廃棄物収集運搬業務
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12月1日
栗東総合産業㈱
滋賀県栗東市十里244

一般競争入札  3,417,766  

中央競馬開催日騎手送迎用自動
車運行業務（京都・阪神・中京）

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12月2日
滋賀エムケイ㈱
滋賀県大津市石山寺4-2-27

一般競争入札
（総合評価）

 12,196,660  

地方競馬指定交流競走に伴う騎
手送迎用自動車運行業務

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12月2日
滋賀エムケイ㈱
滋賀県大津市石山寺4-2-27

一般競争入札
（総合評価）

 4,553,220  

開催日職員送迎等バス運行管理
業務

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12月2日
㈱ジャパン・リリーフ関西
大阪府大阪市福島区福島7-20-1

一般競争入札  2,640,000 単価契約  
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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  

人事異動等に伴う引越作業
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12月2日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札
（総合評価）

 3,414,222  

寮施設リネン等クリーニング業務
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12月8日
ワタキューセイモア㈱
京都府城陽市奈島フケ37-6

一般競争入札  2,985,351 単価契約  

車両燃料類の購入
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12月15日
㈱尾賀亀
滋賀県近江八幡市出町293

一般競争入札  36,105,880 単価契約  

馬用敷料及び馬糧類の購入
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12月15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  54,931,140 単価契約  

使用済敷料回収ボックス作製
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12月22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  9,526,000 単価契約  

食堂運営業務

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12月1日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 13,583,133  

小口貨物等集配送業務委託

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12月8日
㈱オピニオン
神奈川県相模原市緑区二本松3-27-
6

一般競争入札  1,441,600  

工事により発生する有価物（建築
廃材）の売却

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12月8日
㈱タイヨー
茨城県神栖市木崎59-1

一般競争入札  52,393,000  

建物清掃業務

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12月9日
栗林商事㈱
千葉県香取市西和田733

一般競争入札  10,985,592  

構外清掃業務

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12月9日
㈱ビケンテクノ
大阪府吹田市南金田2-12-1

一般競争入札  9,420,000   

寮施設管理業務

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12月15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
（総合評価）

 66,040,428  

若駒寮運営管理業務

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12月15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
（総合評価）

 21,153,480  
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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  

人事異動に伴う引越し業務委託

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12月15日
アートコーポレーション㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札  3,500,000  

馬糞ボックスの購入

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12月15日
新和工業㈱
神奈川県横浜市鶴見区尻手1-2-1

一般競争入札 28,239,750 単価契約  

産業廃棄物（燃え殻・ばいじん混
合）収集運搬・処理業務　一式

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12月16日
㈱ケイ・エム環境
埼玉県吉川市大字三輪野江2300-1

一般競争入札  55,000,000  

ガソリン・軽油一式

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12月22日
塚本産業㈱
茨城県牛久市牛久町3300

一般競争入札  39,326,100 単価契約  

手術室無影灯の更新

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12月23日
㈱日東
茨城県水戸市柳町2-11-36

一般競争入札 　 4,807,000  

燃料類（ガソリン・軽油・灯油）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12月8日
同盟石油㈱
北海道札幌市東区北37条東1-7-29

一般競争入札  8,563,180  単価契約  

食堂運営業務
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12月8日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 9,345,100   

しらかば寮管理業務
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12月8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
（総合評価）

 12,719,297   

馬糧等の購入
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12月9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  14,215,080  単価契約  

令和5・6年度クリーニング業務
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12月15日
㈱栄商
北海道札幌市東区北47条東1-1-10

一般競争入札  2,953,786   

人事異動に伴う引越業務
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12月16日
㈱キョウトプラス
京都府八幡市上津屋西久保120

一般競争入札  1,533,235   

函館競馬場職員食堂運営委託業
務

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12月1日
㈱ニッコクトラスト
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

一般競争入札
（総合評価）

7,120,000  
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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
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湯の川寮施設管理業務
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12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
（総合評価）

8,209,104  

函館競馬場軽油単価契約
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12月9日
同盟石油㈱
北海道札幌市豊平区水東町2-3-25

一般競争入札 5,658,000 単価契約  

函館競馬場ガソリン単価契約
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12月9日
同盟石油㈱
北海道札幌市豊平区水東町2-3-25

一般競争入札 1,039,455 単価契約  

函館競馬場事務所等清掃業務
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12月9日
渡島美装㈱
北海道函館市若松町26-4-200

一般競争入札 2,475,980  

函館競馬場馬糧等単価契約
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12月15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 17,603,740 単価契約  

函館競馬場人事異動等に伴う引
越業務（再入札）

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12月15日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札 4,616,560  

福島競馬場食堂運営業務
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12月8日
㈱ホーユー
広島県広島市中区舟入本町17-1

一般競争入札
（総合評価）

 7,260,000   

福島競馬場あづま寮管理業務
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12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
（総合評価）

 14,845,985   

軽油単価契約
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12月15日
㈱樋口商店
福島県福島市万世町3-5

一般競争入札  3,504,000  単価契約  

福島競馬場乗馬センター馬糧類の
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12月9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  14,416,776  単価契約  

福島競馬場人事異動に伴う引越
業務

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12月1日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札  2,198,483   

新潟競馬場事務所等清掃業務
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12月1日
㈱ビケンテクノ
大阪府吹田市南金田2-12-1

一般競争入札  3,927,000   
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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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職員寮管理業務
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12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
（総合評価）

 10,872,840   

新潟競馬場食堂運営業務
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12月2日
シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱
東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

一般競争入札
（総合評価）

 8,702,760   

新潟競馬場一般廃棄物収集運搬
処理業務

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12月2日
アイビス技建㈱
新潟県新潟市北区石動1-15-4

一般競争入札  2,618,220   

紙コップの購入
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12月7日
エート㈱
東京都墨田区立花3-26-15

一般競争入札  1,518,000  単価契約  

クリーニング業務
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12月7日
野口㈱
新潟県新潟市東区南紫竹2-2-2

一般競争入札  2,019,490  単価契約  

燃料（レギュラーガソリン・軽油・灯
油）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12月9日
相沢石油㈱
新潟県新潟市中央区川岸町1-48-7

一般競争入札  9,050,180  単価契約  

乗馬用飼糧及び敷料の購入
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12月9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  16,563,140  単価契約  

新潟競馬場手荷物預かり業務
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12月14日
シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱
東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

一般競争入札  5,326,134   

新潟競馬場入場券等発売業務
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12月14日
シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱
東京都調布市調布ヶ丘3-6-3

一般競争入札  6,634,892   

引越業務（中山競馬場・競馬学
校）

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12月1日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札  2,200,000  

寮施設管理業務
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12月1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  12,510,072  

大型ビジョンの借り上げ
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12月4日
三菱電機プラントエンジニアリング㈱
東京都台東区東上野5-24-8

一般競争入札  2,970,000  
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する部局の名称及び所在地
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第1四半期軽油・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12月9日
吉野商店㈱
千葉県市川市本北方3-22-21

一般競争入札  2,001,800  

乗馬センター等用飼料・敷料
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12月8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  23,604,055  単価契約  

害鳥捕獲・駆除処理業務
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12月8日
㈲タナベサービス
千葉県船橋市湊町2-2-6

一般競争入札  4,202,680   

業務用マイクロバス運行業務
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12月8日
京成タクシー船橋㈱
千葉県船橋市湊町2-7-7

一般競争入札  1,339,800   

事務所他清掃業務
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12月8日
東洋管財㈱
東京都新宿区新宿4-2-10

一般競争入札  7,924,272   

食堂運営業務委託契約
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12月8日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 10,621,662   

上半期パークウインズイベントの
実施

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12月9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）

30,000,000 30,000,000 100.0%  

東京競馬場食堂運営委託業務
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12月1日
エームサービス㈱
東京都港区赤坂2-23-1

一般競争入札
（総合評価）

 13,301,739   

東京競馬場手荷物預かり業務
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12月2日
㈱東京紙工
東京都墨田区本所1-17-10

一般競争入札  12,473,300   

東京競馬場内遊具等運営業務
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12月2日
㈱アクト・テクニカルサポート
東京都港区赤坂4-1-33

一般競争入札  21,000,664   

東京競馬場日吉体育館管理業務
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12月7日
㈱トーカンオリエンス
東京都新宿区中落合1-12-8

一般競争入札  9,464,400   

第1回東京競馬開催に伴う勝馬賞
品

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12月8日
㈱松屋
東京都中央区銀座3-6-1

一般競争入札  30,800,000  重量入札  
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第1回東京競馬開催に伴う勝馬賞
品

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12月8日
㈱徳力本店
東京都千代田区鍛冶町2-9-12

一般競争入札  10,000,000  重量入札  

東京競馬場自動給茶機運営委託
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12月9日
エート㈱
東京都墨田区立花3-26-15

一般競争入札  13,956,905   

東京競馬場事務所等清掃業務
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12月14日
㈱SxJAPAN
埼玉県新座市野火止7-10-55

一般競争入札  3,960,000   

燃料（ガソリン・軽油）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12月15日
㈲村野商店
東京都府中市若松町1-1-10

一般競争入札  9,523,700  単価契約  

東京競馬場人事異動等に伴う引
越作業

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12月16日
㈱キョウトプラス
京都府八幡市上津屋西久保120

一般競争入札  2,055,318  

中京競馬場軽ワゴン車の借上
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

令和4年12月2日
㈱トヨタレンタリース愛知
愛知県名古屋市昭和区高辻町6-8

一般競争入札 　 1,021,350 　  

中京競馬場計量器保守業務
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

令和4年12月2日
(名)神戸製衡所
愛知県名古屋市中村区名駅南2-13-
13

一般競争入札 　 1,116,500 　  

中京競馬場寝具等リース業務
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

令和4年12月8日
㈱小山商会
宮城県仙台市青葉区花京院2-2-75

一般競争入札 　 2,042,860 　  

中京競馬場クリーニング業務
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

令和4年12月8日
㈱小山商会
宮城県仙台市青葉区花京院2-2-75

一般競争入札 　 1,400,866 　  

乗馬センター用飼料等の購入
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

不調 一般競争入札  

中京競馬場職員食堂運営業務
契約等担当職　日本中央競馬会中京
競馬場副場長　浮島理
愛知県豊明市間米町敷田1225

令和4年12月1日
㈱ニッコクトラスト
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

一般競争入札 　 5,596,800 　  

X線画像診断システム・読取装置
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12月1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 　 3,960,000 　  
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京都競馬場引越業務
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12月1日
㈱キョウトプラス
京都府八幡市上津屋西久保120

一般競争入札 　 1,320,370 　  

京都競馬場開催等に伴う洗濯業
務

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12月1日
㈱小山商会　京都営業所
京都府久世郡久御山町大橋辺8-5

一般競争入札 　 2,881,602 　  

電波時計の購入
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12月2日
㈱大気堂
京都府京都市下京区西洞院通り七
条上ル福本町404

一般競争入札 　 1,318,350 　  

京都競馬場事務所その他清掃業
務

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12月2日
㈱ビケンテクノ
大阪府吹田市南金田2-12-1

一般競争入札 　 6,659,400 　  

京都競馬場お客様無料送迎バス
業務　一式

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12月9日
京阪バス㈱
京都府京都市南区東九条南石田町5

一般競争入札 　 37,944,060 　  

京都競馬場整備工事における業
務用車両の借上

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12月9日
㈱伊藤佑
滋賀県蒲生郡日野町里口37

一般競争入札 　 3,580,000 　  

京都競馬場スタンド竣工式典等演
出運営業務

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12月15日
成起総合リース㈱
大阪府大阪市天王寺区清水谷町20-
5

一般競争入札
（総合評価）

10,000,000 8,053,188 80.5%  

京都競馬場グランドオープンプロ
モーションの実施　一式

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12月15日
㈱博報堂関西支社
大阪府大阪市北区中之島2-2-7

一般競争入札
（総合評価）

110,000,000 110,000,000 100.0%  

乗馬用飼料・敷料　一式
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12月16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 　 20,981,433 　  

車両用燃料の購入
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12月16日
吉田商事㈱
京都府京都市伏見区下鳥羽広長町
199

一般競争入札 　 7,897,920 　  

指定席エリア等のベンチ・テーブル
の調達

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12月16日
㈱長堀堂
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-
10

一般競争入札 　 48,261,400 　  

京都競馬場新スタンド移転に伴う
備品移設及び廃棄業務

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12月22日
㈱カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川町
233

一般競争入札 　 11,779,900 　  
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京都競馬場計量器保守管理業務
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12月22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 　 1,335,524 　  

レーシングプログラムラック等の購
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12月22日
光スチール家具㈱
大阪府大阪市浪速区桜川4-9-12

一般競争入札 　 13,780,000 　  

害鳥の捕獲・駆除および鷹の放鳥
業務

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12月16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 　 2,342,340  

第1・2回阪神競馬開催に伴う優勝
馬主賞品(金製品）の購入

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12月16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 　 59,400,000  

第1・2回阪神競馬開催に伴う優勝
馬主賞品(金製品）の購入

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12月16日
㈱松屋
東京都中央区銀座3-6-1

一般競争入札 　 45,300,000  

車両用燃料類単価契約(軽油・レ
ギュラーガソリン）

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12月15日
㈱丸井商会
大阪府大阪市西区九条南4-22-10

一般競争入札 　 9,978,600  

阪神競馬場食堂運営業務
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12月16日
㈱LEOC
東京都千代田区大手町1-1-3

一般競争入札
（総合評価）

　 9,042,000  

阪神競馬場手荷物預かり業務
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12月22日
ポートスタッフ㈱
兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30

一般競争入札 　 6,442,800  

人事異動に伴う引越し作業
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12月16日
アート引越センター㈱
大阪府大阪市中央区城見1-2-27

一般競争入札 　 2,977,010  

阪神競馬場開催日接遇業務
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12月8日
㈱TEI
東京都港区芝公園2-11-13

一般競争入札  6,005,208  

阪神競馬場自動給茶機運営業務
委託

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12月9日
近畿物産㈱
大阪府東大阪市西堤本通西1-4-23

一般競争入札 　 6,056,875  

阪神競馬場一般廃棄物収集運
搬・処理業務

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12月9日
海田工業㈱
兵庫県宝塚市高司5-2-36

一般競争入札 　 6,705,000  
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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  

阪神競馬場開催出張者宿泊施設
の借上

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12月7日
㈱近鉄・都ホテルズ
兵庫県尼崎市昭和通2-7-1

一般競争入札
（総合評価）

 12,948,000  

阪神競馬場開催出張者宿泊施設
の借上

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12月7日
東武トップツアーズ㈱
兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20

一般競争入札
（総合評価）

 10,246,500  

阪神競馬場開催出張者宿泊施設
の借上

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12月7日
㈱東横イン
東京都大田区新蒲田1-7-4

一般競争入札
（総合評価）

 5,451,000  

阪神競馬場開催出張者宿泊施設
の借上

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12月7日
㈱島屋
兵庫県宝塚市栄町1-1-1

一般競争入札
（総合評価）

  4,048,000  

阪神競馬開催日衡機保守業務
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12月8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 　 1,394,140  

阪神競馬場仁川寮施設管理業務
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12月8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
（総合評価）

 15,998,136  

阪神競馬場内スマッピー投票利用
促進イベント

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12月9日
㈱トップスポット
東京都品川区西五反田8-9-5

一般競争入札
（総合評価）

27,000,000 27,000,000 100.0%  

来賓席章及び馬主席章の作製
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12月15日
幸伸社
大阪府藤井寺市沢田4-8-32

一般競争入札 　 1,822,678  

阪神競馬場事務所棟その他清掃
業務

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12月15日
㈱オークスコーポレーション
岡山県岡山市南区豊浜町9-24

一般競争入札  2,772,000  

小倉競馬場事務所等清掃業務
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12月1日
トモシゲビルサービス㈱
福岡県北九州市小倉北区真鶴2-8-
22

一般競争入札 　 4,780,000  

小倉競馬場人事異動に伴う引越し
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12月1日
九州西濃運輸㈱
福岡県福岡市博多区井相田1-1-56

一般競争入札 2,547,000  

小倉競馬場紫水寮施設管理業務
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12月1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
（総合評価）

13,601,280  
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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  

小倉競馬場車両用燃料類調達（ガ
ソリン・軽油）

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12月1日
㈱Misumi
鹿児島県鹿児島市卸本町7-20

一般競争入札 5,497,200  

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12月1日
㈱クレール
東京都台東区上野3-6-9

一般競争入札 59,500,000 重量入札  

小倉競馬場食堂運営業務委託
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

不調
一般競争入札
（総合評価）

 

小倉競馬開催における出張者向
け宿泊施設の借上

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12月2日
㈱西鉄ホテルズ
福岡県福岡市中央区天神1-16-1

一般競争入札
（総合評価）

7,200,000  

小倉競馬開催における出張者向
け宿泊施設の借上

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12月2日
㈱スーパーホテル
大阪府大阪市西区江戸堀3-6-35

一般競争入札
（総合評価）

7,200,000  

小倉競馬開催における出張者向
け宿泊施設の借上

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12月2日
㈱東横イン
東京都大田区新蒲田1-7-4

一般競争入札
（総合評価）

7,000,000  

小倉競馬場調整ルームおよび厩
舎地区送迎車運行業務

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12月2日
西鉄旅行㈱北九州支店
福岡県北九州市小倉北区青葉1-2-
32

一般競争入札 2,765,840  

小倉競馬場一般廃棄物収集運搬
処理業務

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12月2日
㈱ビケンテクノ
大阪府吹田市南金田2-12-1

一般競争入札 11,985,862  

小倉競馬場業務用車両借上業務
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12月9日
㈱萬歳自動車工場
福岡県北九州市小倉北区熊本2-5-8

一般競争入札 1,248,588  

小倉競馬場乗馬用飼料・敷料単
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12月9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 14,221,371  

小倉競馬場食堂運営業務委託
（再入札）

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12月15日
㈱ニッコクトラスト
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

一般競争入札
（総合評価）

6,930,000  
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