
（様式２）

契約事務取扱細則第４０条に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

公益法人
の区分

国所管、都
道府県所
管の区分

応札・応募
者数

臨床検査委託（分類1）一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年3月24日
株式会社ビー・エム・エル
神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-12望星ビ
ル5F

一般競争入札 6,903,792           - ①１社 単価契約

昇降機保守業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年3月28日
ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会
社
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8

一般競争入札 1,336,824           - ①１社

カーテンメンテナンスリース業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年3月31日
キングランメディケア株式会社
横浜市港北区大豆戸町614-1　椎橋ビル2Ｆ

一般競争入札 22,453,200         - ②２社 ５年契約

電話交換業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年3月31日
太平ビルサービス株式会社
横浜市西区みなとみらい2-3-3クイーンズタ
ワーＢ13階

一般競争入札 22,550,400         - ①１社 ３年契約

医療ガス等購入及び医療用ガス供給設備保守点
検業務委託一式

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
相互産業株式会社
東京都大田区大森南2-11-13

一般競争入札 12,569,688         - ③３社以上

院内清掃業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
日本美装株式会社
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-36-1-110

一般競争入札 67,392,000         - ③３社以上 ３年契約

エバラ吸収冷温水機・冷却塔保守点検業務委託
一式

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
荏原冷熱システム株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜1-9-1

一般競争入札 1,609,200           - ②２社

看護学校建物管理等業務委託及び清掃業務委
託一式

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
日本美装株式会社
横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-36-1-110

一般競争入札 58,320,000         - ③３社以上 ３年契約

コピー用紙調達
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
富士通コワーコ株式会社
横浜市港北区新横浜2-5-15

一般競争入札 2,111,686           - ②２社

事業系一般廃棄物及びリサイクル品等収集運搬
業務委託一式（一般廃棄物・資源廃棄物処理委
託契約）

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社三凌商事
東京都町田市木曽東1-34-6

一般競争入札 3,037,824           - ①１社

事務当直業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
タイワトータル警備株式会社
横浜市神奈川区反町1-7-4　ケーラインセブン
2階

一般競争入札 14,585,400         - ②２社

寝具設備賃貸借・リネン・ベッド管理・リネン類レン
タル及び洗濯業務委託

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社　柴橋商会
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町123

一般競争入札 48,444,496 - ③３社以上

人工呼吸器保守点検業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
アイ・エム・アイ株式会社
埼玉県越谷市流通団地3-3-12

一般競争入札 1,697,760           - ①１社

病院情報システム運用・維持管理業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社インテック
東京都江東区新砂1-3-3

一般競争入札 41,212,800         - ②２社 ３年契約

臨床検査委託（分類2）一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社ＬＳＩメディエンス
横浜市保土ヶ谷区星川3-8-1和田町駅前ビル
5Ｆ

一般競争入札 8,449,961           - ①１社 単価契約

臨床検査委託（分類3）一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社エスアールエル
横浜市西区北幸2-10-27

一般競争入札 21,054,614         - ①１社 単価契約

病棟看護補助者派遣３名
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社エヴァーウィン
東京都町田市原町田4-22-18小松ビル2F

一般競争入札 8,271,234           - ①１社 単価契約

医師事務作業補助者派遣
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社ソラスト横浜支社
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7横浜ダイ
ヤビルディング7Ｆ

一般競争入札 28,175,660         - ①１社 単価契約

医事に関する事務業務委託一式
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社ソラスト横浜支社
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7横浜ダイ
ヤビルディング7Ｆ

一般競争入札 320,760,000 - ②２社 ３年契約

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処理業務
委託一式

横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月1日
株式会社アサヒ開発
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町381-1

一般競争入札 9,841,953           - ②２社 単価契約

看護学校PC３５台他調達
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年4月26日
沖ウィンテック株式会社南関東支店
横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4

一般競争入札 3,618,000 - ①１社

契約金額（円）
落札率
（％）

入札への
参加者数

備　考

公益法人の場合

物品等又は役務の名称及び数量 経理責任者の氏名、名称及び所在地 契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所

一般競争入札・指
名競争入札及び
公募型企画競争

の別
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健康管理センター派遣事務員１名調達
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年6月23日
株式会社ＪＰキャリアコンサルティング
東京都豊島区池袋2-47-6第２オンダビル８Ｆ

一般競争入札 2,520,760 - ②２社 単価契約

ペーパータオル調達
横浜中央病院長　藤田　宜是
横浜市中区山下町２６８

平成29年6月30日
株式会社エムアンドオーインダストリー
神奈川県横浜市鶴見区生麦3-10-9

一般競争入札 2,070,360 - ②２社 単価契約
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