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○ ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）100mg    4mL  1瓶 予定数量   642瓶 

ニボルマブ（遺伝子組換え）      240㎎   24mL  1瓶 予定数量   343瓶 

ベバシズマブ（遺伝子組換え）    400㎎   16mL  1瓶 予定数量   489瓶 

エクリズマブ（遺伝子組換え）    300mg   30mL  1瓶 予定数量   181瓶 

ソマトロピン（遺伝子組換え）     12mg         1筒 予定数量 1,100筒 

アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 1200㎎   20mL  1瓶 予定数量   123瓶 

アフリベルセプト（遺伝子組換え）  2mg 0.05mL  1瓶 予定数量   358瓶 

ゴリムマブ（遺伝子組換え）       50mg  0.5mL  1筒 予定数量   334瓶 

デュルバルマブ（遺伝子組換え）  120mg  2.4mL  1瓶 予定数量   680瓶 

ペメトレキセドナトリウム水和物  500mg         1筒 予定数量   209瓶 

パクリタキセル                  100mg         1瓶 予定数量   782瓶 

高度管理医療機器 放射線治療用吸収性組織スペーサ 

（ 4入） 1箱 予定数量    80箱 

西部医療センターその他清掃及びベッドメイク業務委託 

東部医療センター清掃業務委託 

病院情報システム保守業務委託 

病院情報システム保守業務委託 

ＦＤＧスキャン注ＡＤＤ 1本 予定数量 778本 
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落札者等の公示 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和 2年 6月17日 

契約事務受任者 

名古屋市総務局長  中田 英雄 

事 項 内 容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 
名古屋市マイナポイント申込支援業務

委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 
総務局行政改革推進部情報化推進課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

定日 

令和 2年 4月 9日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏

名と住所 

株式会社オムニ 

名古屋市中区新栄町二丁目13番地 

(5) 落札金額・随意契約金額 86,713,000円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 2月27日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 ― 

(9) その他 ― 
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   落札者等の公示 

 次のとおり落札者等について公示します。 

  令和 2年 6月17日 

                    契約事務受任者 

                    名古屋市財政局長 鈴木 峰生 

事    項 内    容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 名古屋市公有財産管理システム再構

築設計・開発業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 財政局財政部資産経営戦略室 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

定日 

令和 2年 4月 7日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

名と住所 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

東海 

名古屋市中区錦二丁目17番21号 

(5) 落札金額・随意契約金額 51,260,000円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 2月27日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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落札者等の公示 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和 2年 6月17日 

契約事務受任者 

名古屋市健康福祉局長 山田 俊彦 

事    項 内    容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 高速液体クロマトグラフ装置一式   

(2) 契約事務担当部局名と所在地 健康福祉局健康部食肉衛生検査所 

名古屋市港区船見町 1番地39 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

定日 

令和 2年 5月22日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏

名と住所 

日通商事株式会社 名古屋支店 

名古屋市中村区名駅南四丁目12番17号 

(5) 落札金額・随意契約金額 478,500円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 4月 8日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 ― 

(9) その他 ― 
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落札者等の公示 

 次のとおり落札者等について公示します。 

  令和 2年 6月17日 

契約事務受任者 

名古屋市健康福祉局長 山田 俊彦  

事    項 内    容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 国民健康保険システム最適化にかか 

る基本調査業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 健康福祉局生活福祉部保険年金課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

定日 

令和 2年 4月 6日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

名と住所 

ＩＴｂｏｏｋ株式会社 

東京都港区虎ノ門三丁目 1番 1号 

(5) 落札金額・随意契約金額 15,499,000円（総額） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 2月19日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 ― 

(9) その他 ― 
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落札者等の公示 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和 2年 6月17日 

名古屋市交通局長 河野 和彦 

事     項 内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 
5050形及び2000形車両用ブレーキディ 

スクの購入 289枚（予定数量） 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 
交通局営業本部企画財務部会計課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

定日 
令和 2年 4月15日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

名と住所 

住友商事株式会社 

東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号 

大手町プレイス イーストタワー 

(5) 落札金額・随意契約金額 54,551,640円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定第13条第 1項ｂ該当 

(9) その他 － 

事     項 内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 
剪断型弾性車輪用ゴムブロックの購入 

6,776個（予定数量） 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 
交通局営業本部企画財務部会計課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

 定日 
令和 2年 4月15日 
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(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

名と住所 

住友商事株式会社 

東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号 

大手町プレイス イーストタワー 

(5) 落札金額・随意契約金額 79,008,160円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定第13条第 1項ｂ該当 

(9) その他 － 

事     項 内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 精算機の更新 一式 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 
交通局営業本部企画財務部会計課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

 定日 
令和 2年 5月28日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

名と住所 

日本信号株式会社 中部支店 

名古屋市中村区名駅一丁目 1番 4号 

ＪＲセントラルタワーズ40階 

(5) 落札金額・随意契約金額 436,700,000円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定第13条第 1項ｂ該当 

(9) その他 － 
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落札者等の公示 

次のとおり落札者等について公示します。 

 令和 2年 6月17日 

名古屋市病院局長 大原 弘隆  

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え） 100mg 

 4mL 1瓶 予定数量 642瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店 

名古屋市北区清水四丁目14番18号 

(5) 落札金額・随意契約金額  237,504円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ニボルマブ（遺伝子組換え） 240㎎24mL 

 1瓶 予定数量 343瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社スズケン名古屋支店 

名古屋市東区東片端町 1番地 

(5) 落札金額・随意契約金額  405,704円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ベバシズマブ（遺伝子組換え） 400㎎16mL 

1瓶 予定数量 489瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店 

名古屋市北区清水四丁目14番18号 

(5) 落札金額・随意契約金額 130,432円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 エクリズマブ（遺伝子組換え） 300mg30mL 

 1瓶 予定数量 181瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

東邦薬品株式会社愛知営業部 

名古屋市名東区社台三丁目 120番地 

(5) 落札金額・随意契約金額 598,123円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

9



     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ソマトロピン（遺伝子組換え）12mg 1筒 

予定数量 1,100筒 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 4月 1日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社スズケン名古屋支店 

名古屋市東区東片端町 1番地 

(5) 落札金額・随意契約金額 57,161円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定13条 1項ａ該当 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）1200㎎   

20mL 1瓶 予定数量 123瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店 

名古屋市北区清水四丁目14番18号 

(5) 落札金額・随意契約金額 624,408円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 アフリベルセプト（遺伝子組換え） 2mg 

0.05mL 1瓶 予定数量 358瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社スズケン名古屋支店 

名古屋市東区東片端町 1番地 

(5) 落札金額・随意契約金額  134,546円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ゴリムマブ（遺伝子組換え） 50mg0.5mL  

1筒 予定数量 334瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店 

名古屋市北区清水四丁目14番18号 

(5) 落札金額・随意契約金額 117,304円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 デュルバルマブ（遺伝子組換え） 120mg 

2.4mL 1瓶 予定数量 680瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

アルフレッサ株式会社名古屋病院支店 

名古屋市北区清水四丁目14番18号 

(5) 落札金額・随意契約金額 112,670円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ペメトレキセドナトリウム水和物 500mg 

1筒 予定数量 209瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社スズケン名古屋支店 

名古屋市東区東片端町 1番地 

(5) 落札金額・随意契約金額 184,687円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 パクリタキセル 100mg 1瓶 予定数量  

 782瓶 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月18日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

中北薬品株式会社天塚第二支店 

名古屋市西区天塚町 4丁目66番地 

(5) 落札金額・随意契約金額 47,744円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 高度管理医療機器 放射線治療用吸収性組 

織スペーサ（ 4入） 1箱 予定数量80箱 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月25日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社八神製作所 

名古屋市中区千代田二丁目16番30号 

(5) 落札金額・随意契約金額  782,188円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 西部医療センターその他清掃及びベッドメ 

イク業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月12日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社ソシオ 

名古屋市北区水草町 1   1 - 1 

(5) 落札金額・随意契約金額 62,830,900円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 1月22日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 東部医療センター清掃業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 3月27日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

株式会社クリーン工房名古屋支店 

名古屋市中区大須四丁目11番50号 

(5) 落札金額・随意契約金額 38,390,000円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

(7) 入札公告日・入札公示日 令和 2年 2月 5日 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 － 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 病院情報システム保守業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 4月 1日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

富士通株式会社東海支社 

名古屋市中村区名駅 1丁目 1番 3号ＪＲゲ

ートタワー 

(5) 落札金額・随意契約金額  160,056,699円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定13条 1項ｂ該当 

(9) その他 － 

     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 病院情報システム保守業務委託 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 4月 1日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

富士通株式会社東海支社 

名古屋市中村区名駅 1丁目 1番 3号ＪＲゲ

ートタワー 

(5) 落札金額・随意契約金額 140,800,000円 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定13条 1項ｂ該当 

(9) その他 － 
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     事     項       内     容 

(1) 物品等・特定役務の名称と数量 ＦＤＧスキャン注ＡＤＤ 1本 

予定数量 778本 

(2) 契約事務担当部局名と所在地 病院局経営企画部経営企画課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 

  定日 

令和 2年 4月 1日 

(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 

  名と住所 

公益社団法人日本アイソトープ協会 

東京都文京区本駒込二丁目28番45号 

(5) 落札金額・随意契約金額 49,720円（単価契約） 

(6) 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

(7) 入札公告日・入札公示日 － 

(8) 政府調達協定上の随意契約理由 協定13条 1項ｂ該当 

(9) その他 － 
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