
見 積 経 過 調 書

見 積 競 争 日 時

見積書比較金額

第１回見積金額 第２回見積金額 第３回見積金額

予防接種用ワクチン購入

令和 2年 9月 1日 午前11時 00分

市役所契約管財課 随意契約

医薬品・衛生材料・介護用品 20800114

020医薬品・衛生材料・介護用品に登録している業者

令和 2年10月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

市内各医療機関

㈱メディセオ 多摩営業部 東京都国立市

≪単価契約≫ ≪単価契約≫

2,222,000円 10,000円

－ －

－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
・単価契約のため、見積金額は、ワクチン1本あたりの単価です。また、単価契約のため、落札比率につい
ては記載しておりません。
・契約品名（ロタリックス）

㈱メディセオ 多摩営業部
9,068 落札

酒井薬品㈱
9,300

アルフレッサ㈱ 青梅支店
9,303

㈱スズケン 中央支店
9,340

㈱ホッタ晴信堂薬局
9,700

太陽薬品産業㈱
10,000

㈱バイタルネット 東京支店
10,010

西東京医師（協）
10,500

東邦薬品㈱ 東京営業部
11,000



見 積 経 過 調 書

見 積 競 争 日 時

見積書比較金額

第１回見積金額 第２回見積金額 第３回見積金額

予防接種用ワクチン購入

令和 2年 9月 1日 午前11時 00分

市役所契約管財課 随意契約

医薬品・衛生材料・介護用品 20800113

020医薬品・衛生材料・介護用品に登録している業者

令和 2年10月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

市内各医療機関

㈱スズケン 中央支店 東京都千代田区

≪単価契約≫ ≪単価契約≫

1,899,810円 5,700円

－ －

－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
・単価契約のため、見積金額は、ワクチン1本あたりの単価です。また、単価契約のため、落札比率につい
ては記載しておりません。
・契約品名（ロタテック）

㈱スズケン 中央支店
4,790 落札

酒井薬品㈱
4,850

アルフレッサ㈱ 青梅支店
4,937

㈱ホッタ晴信堂薬局
5,130

㈱メディセオ 多摩営業部
5,201

西東京医師（協）
5,700

東邦薬品㈱ 東京営業部
5,710

㈱バイタルネット 東京支店
5,710

太陽薬品産業㈱
5,800



見 積 経 過 調 書

見 積 競 争 日 時

見積書比較金額

第１回見積金額 第２回見積金額 第３回見積金額

予防接種用ワクチン購入

令和 2年 9月 1日 午前11時 00分

市役所契約管財課 随意契約

医薬品・衛生材料・介護用品 20800112

020医薬品・衛生材料・介護用品に登録している業者

令和 2年 9月 2日 ～ 令和 3年 3月31日

市内各医療機関

㈱スズケン 中央支店 東京都千代田区

≪単価契約≫ ≪単価契約≫

822,800円 2,200円

－ －

－

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・見積金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
・単価契約のため、見積金額は、ワクチン1本あたりの単価です。また、単価契約のため、落札比率につい
ては記載しておりません。
・契約品名（ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL）

㈱スズケン 中央支店
1,995 落札

アルフレッサ㈱ 青梅支店
2,014

㈱バイタルネット 東京支店
2,015

太陽薬品産業㈱
2,200

㈱ホッタ晴信堂薬局
2,216

㈱メディセオ 多摩営業部
2,216

酒井薬品㈱
2,290

西東京医師（協）
2,350

東邦薬品㈱ 東京営業部
2,450



入 札 経 過 調 書

入 札 日 時

入札書比較金額

第１回入札金額 第２回入札金額 第３回入札金額

羽村市立小中学校における「学習・指導用端末」及び「家庭学習用端末」の購入

令和 2年 8月18日 午前 9時 30分

電子入札サービス 制限付一般競争入札

事務機器・情報処理用機器 20200094

002事務機器・情報処理用機器に登録している業者

令和 2年 9月 9日 ～ 令和 3年 3月 1日

羽村市立小中学校

東日本電信電話㈱ 東京事業部 東京都港区

172,150,000円 156,500,000円

206,055,000円 187,322,728円

＊＊＊＊＊＊＊円 ＊＊＊＊＊＊＊円

83.54％

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額です。
・本案件は、地方自治法96条第1項第5号の規程に基づき羽村市議会の議決を必要とするため、令和２年第５
回羽村市議会において契約議案として可決された場合に限り契約締結とします。（議決日：令和２年９月８
日）

東日本電信電話㈱ 東京事業部
156,500,000 落札

リコージャパン㈱ 販売事業本部　
西東京支社　西東京ＬＡ営業部 160,219,210

㈱日本ビジネス開発 東京本社
185,101,100

㈱日立システムズ 
187,162,130

㈱ヤマダ電機 LABI立川営業所
辞退

㈲ときわ堂
辞退

富士ソフト㈱ 秋葉原オフィス
辞退

クサジマ電器㈱
辞退

富士ゼロックス多摩㈱ 
辞退
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