
                一般競争入札（平成24年度）

平成２４年３月～平成２５年２月　契約分 日本地下石油備蓄㈱

番
号

公告日 入札日 工事（業務）名称 工事（業務）概要 請負業者
契約金額

千円
契約形態

1 H24.2.23 H24.3.9
串木野国家石油備蓄基地 ちかび展示館管
理業務(平成24～26年度)

串木野国家石油備蓄基地のちかび展示館
の利用管理及び維持管理業務

㈱リフティングブレーン 7,752 一般競争

2 H24.2.23 H24.3.16
串木野国家石油備蓄基地 気象情報提供業
務(平成24年度)

地上通信回線利用による常時使用端末へ
の情報提供業務（警報・注意報、地震情
報、津波情報、台風情報、天気図等）

(一財)日本気象協会 950 一般競争

3 H24.2.23 H24.3.8
串木野国家石油備蓄基地 給食・管理業務
(平成24～26年度)

串木野基地の給食提供、寮・研修所の管理
業務

㈱魚国総本社 14,400 一般競争

4 H24.2.23 H24.3.16
串木野国家石油備蓄基地 清掃業務(平成
24年度)

串木野基地の総合管理事務所等の清掃業
務

㈲西薩サービス 5,998 一般競争

5 H24.2.23 H24.3.9
菊間国家石油備蓄基地 給食・管理業務(平
成24～26年度)

菊間基地の給食提供、寮・研修所の管理業
務

大新東ヒューマンサービス㈱ 9,516 一般競争

6 H24.2.23 H24.3.16
菊間国家石油備蓄基地 清掃業務(平成24
年度)

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱ダイセイ 4,240 一般競争

7 H24.2.23 H24.3.21
久慈国家石油備蓄基地 気象情報提供業務
(平成24年度)

地上通信回線利用による常時使用端末へ
の情報提供業務（警報・注意報、地震情
報、津波情報、台風情報、天気図等）

㈱ウェザーニューズ 1,920 一般競争

8 H24.2.23 H24.3.23
久慈国家石油備蓄基地 バス運行業務(平
成24年度)

久慈基地の日本地下石油備蓄(株)社員の
通勤等輸送業務

㈱三河交通観光 2,033 一般競争

9 H24.2.23 H24.3.23
久慈国家石油備蓄基地 清掃業務(平成24
年度)

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱つしま 5,900 一般競争

10 H24.2.23 H24.3.21
久慈国家石油備蓄基地 給食・管理業務(平
成24～26年度)

久慈基地及び門前住宅の給食提供、門前
住宅及び体育館の管理業務

㈲第一ライフトラスト 23,400 一般競争

11 H24.2.29 H24.3.29
久慈国家石油備蓄基地 濁水処理設備・沢
水取水設備運転管理工事

濁水処理設備、沢水取水設備及び水封水
供給設備の運転管理と撤去工事

鹿島建設㈱ 69,500 一般競争

12 H24.3.5 H24.4.5
菊間国家石油備蓄基地 ボイラー定期整備
工事(平成24年度)

炉筒煙管式ボイラー（メーカー名：ＩＨＩ石川
島汎用ボイラー株式会社、メーカー形式：Ｋ
ＭＨ－１０Ａ型）及び付属設備・機器の整備
並びにボイラー検査機関による性能検査助
勢

太陽テクノサービス㈱ 4,350 一般競争

13 H24.3.6 H24.3.26
平成24年度 久慈国家石油備蓄基地 軽油
購入(仮設発電機用)

購入数量：３８．２ＫＬ　(購入予定数量)
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０４の１号の規
定に適合していること

久慈市漁業協同組合
116,000円

/KL
一般競争

14 H24.3.13 H24.4.10
平成24年度 ポリ塩化アルミニウム購入
(K3)

ポリ塩化アルミニウムの購入予定数量：
32,000Kg
特質：濃度は10%以上

富山薬品工業㈱
47.00円

/Kg
一般競争

15 H24.3.13 H24.4.10 平成24年度 次亜塩素酸ソーダ購入 (K3)
次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
56,000Kg
特質：有効塩素は12%以上

㈱ケミテック
49.50円

/Kg
一般競争

16 H24.4.11 H24.5.13
菊間国家石油備蓄基地 排水処理設備活性
炭取替工事(平成24年度)

排水処理設備に設置されている活性炭処
理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
炭抜出し・再生処理・充填を行う。また、活
性炭処理塔内部及び付属品の点検・整備
を含む

太陽テクノサービス㈱ 5,950 一般競争

17 H24.4.11 H24.5.7
久慈国家石油備蓄基地 仮設排水処理設備
ポリ塩化アルミニウム購入(平成24年度)

ポリ塩化アルミニウムの購入予定数量：
89,700Kg
特質：濃度は10%以上

㈱つしま
47.00円

/Kg
一般競争

18 H24.4.11 H24.5.7
久慈国家石油備蓄基地 仮設排水処理設備
次亜塩素酸ソーダ購入(平成24年度)

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
43,860Kg
特質：有効塩素は12%以上

㈱つしま
43.00円

/Kg
一般競争

19 H24.4.12 H24.5.11
平成24年度 串木野国家石油備蓄基地 産
業廃棄物運搬及び処理業務

産業廃棄物（脱水汚泥）の運搬及び処理
① 品目・数量：脱水汚泥　８５．８ｔ／年（予
定）
② 処理方法　：中間処理（焼却処分）及び

終処分
③ 産業廃棄物の運搬及び処理の実績を法
律に基づく所定の様式「マニフェスト」にて報
告

㈱太陽化学
320,000円

/回
一般競争

20 H24.4.17 H24.5.17
平成24年度 定期水質分析(イオン等の分
析)業務 (K3)

当社が指定する分析試料と分析項目につ
いて水質分析を行うと共にその分析結果を
報告する。４回／年

(財)鹿児島県環境技術協
会

261,090円
/回

一般競争

21 H24.4.17 H24.5.18
平成24年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：55KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

㈲串木野石油
81,500円

/KL
一般競争

1



番
号

公告日 入札日 工事（業務）名称 工事（業務）概要 請負業者
契約金額

千円
契約形態

22 H24.4.20 H26.5.25
串木野国家石油備蓄基地 排水処理設備活
性炭取替工事(平成24年度)

排水処理設備に設置されている活性炭処
理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
炭抜出し・再生処理・充填を行う工事で。ま
た、活性炭処理塔内部及び付属品の点検・
整備を含む

朝日工業株式会社
5,650千円

/回
一般競争

23 H24.4.26 H24.5.29
菊間国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成24年度)

菊間基地地上施設地区及び長坂住宅植栽
管理工事

㈱瀬戸内園芸センター 5,580 一般競争

24 H24.5.11 H24.6.11
串木野国家石油備蓄基地 ボイラー定期整
備工事(平成24年度)＜再度入札＞

筒煙管式ボイラー及び付属設備機器の整
備、ボイラー煙管の取替並びにボイラー検
査機関による性能検査助勢
製作者：IHI石川島汎用ボイラー株式会社

西日本プラント工業㈱ 8,200 一般競争

25 H24.5.11 H24.6.7
菊間国家石油備蓄基地 シフトタンクヤード
内等除草工事(平成24年度)

シフトタンクヤード内及び坑口周辺の除草、
収集、搬出

㈲三和興産 4,390 一般競争

26 H24.5.16 H24.6.8
串木野国家石油備蓄基地 植栽維持工事
(平成24年度)

串木野国家石油備蓄基地の地上施設地
区、西塩田住宅およびちかび展示館の植栽
維持工事

井上総合緑化建設㈱ 7,900 一般競争

27 H24.5.23 H24.6.19
久慈国家石油備蓄基地 総合管理事務所建
屋耐震診断調査業務(平成24年度)＜再度
入札＞

総合管理事務所建屋の耐震診断調査及び
総合評価

鹿島建設㈱ 3,200 一般競争

28 H24.5.23 H24.6.19
菊間国家石油備蓄基地 総合管理事務所建
屋耐震診断調査業務(平成24年度)＜再度
入札＞

総合管理事務所建屋の耐震診断調査及び
総合評価

㈱宮建築設計 3,070 一般競争

29 H24.5.23 H24.6.19
串木野国家石油備蓄基地 総合管理事務所
建屋耐震診断調査業務(平成24年度)＜再
度入札＞

総合管理事務所建屋の耐震診断調査及び
総合評価

清水建設㈱ 3,100 一般競争

30 H24.5.31 H24.6.28
平成24年度 菊間国家石油備蓄基地 Ａ重
油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：38KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

朝日エナジー㈲
65,290円

/KL
一般競争

31 H24.6.8 H24.6.28
久慈国家石油備蓄基地 資材倉庫内収納用
保管棚等納入・設置工事

重量物(1,000㎏)及び中量物(300㎏)収納用
保管棚等納入・設置

㈱小山組 9,700 一般競争

32 H24.6.8 H24.6.28
久慈国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成24年度)

久慈基地の西坑口周辺、津波避難路周
辺、栄町住宅及び門前住宅の植栽管理工
事

㈱小山組 2,400 一般競争

33 H24.6.12 H24.7.18
串木野国家石油備蓄基地 空気圧縮機(C-
271A)定期整備工事(平成24年度)

空気圧縮機(C-271A)分解点検整備 西日本プラント工業㈱ 5,900 一般競争

34 H24.6.1 H24.7.25
串木野国家石油備蓄基地 ディーゼルエン
ジン等定期整備工事(平成24年度)＜再度
入札＞

消火ポンプ用エンジンの定期整備工事 新潟原動機㈱ 3,200 一般競争

35 H24.6.29 H24.7.25
久慈国家石油備蓄基地 道路・駐車場等復
旧工事

道路・駐車場等の復旧工事 日本道路㈱ 106,100 一般競争

36 H24.6.29 H24.8.1
菊間国家石油備蓄基地 ディーゼルエンジ
ン等定期整備工事(平成24年度)

ヤンマーディーゼル製ディーゼルエンジン
（立形６気筒水冷４サイクル直接噴射式、排
気量：133Ｌ）１基及び新潟鉄工所製ディー
ゼルエンジン（立形６気筒単動４サイクル、
排気量：13.3L）1基、並びに付属する機器の
定期整備

太陽テクノサービス㈱ 2,250 一般競争

37 H24.6.29 H24.8.1
菊間国家石油備蓄基地 洗浄・清掃等工事
(平成24年度)

基地シフトタンクヤード内の埋設含油排水
配管等の堆積物の除去・洗浄及びガード
ベースン等コンクリート製槽類の清掃・点
検、ガードベースン排水管補修の実施

太陽テクノサービス㈱ 4,450 一般競争

38 H24.7.4 H24.7.31
菊間国家石油備蓄基地 油膜検知器更新工
事

油膜検知器２台の更新 太陽テクノサービス㈱ 7,430 一般競争

39 H24.7.9 H24.7.31
平成24年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(船舶用)

Ａ重油の購入予定数量：20KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

てらだ石油㈱
79,500円

/KL
一般競争

40 H24.7.9 H24.8.9
久慈国家石油備蓄基地 自己撹拌型油分散
剤散布装置購入

購入品名 ： 自己撹拌型油分散剤散布装置
購入数量 ： ２セット
使用方法：船舶に散布管を取り付け、油処
理剤をポンプユニットにて吸引し、海面に散
布する

㈱カネヤス 1,100 一般競争

41 H24.7.9 H24.8.9
久慈国家石油備蓄基地 陸上漂着油回収装
置購入

購入品名 ： 陸上漂着油回収装置
購入数量 ： ２セット
使用方法：海岸に漂着した油をバキューム
にて回収する

第一実業㈱ 9,400 一般競争

42 H24.7.9 H24.8.9
久慈国家石油備蓄基地 組立式液体貯蔵タ
ンク購入

購入品名 ： 組立式液体貯蔵タンク
購入数量 ： １５セット
使用方法：油回収資機材にて回収した油
を、タンクへ一時的に貯蔵する

ガデリウス・インダストリー㈱ 6,240 一般競争
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43 H24.7.9 H24.8.9
久慈国家石油備蓄基地 膨張式回収油貯蔵
バージ購入

購入品名 ： 膨張式回収油貯蔵バージ
購入数量 ： 一式
使用方法：船舶にて曳航し、海上で回収し
た油を貯蔵する

ガデリウス・インダストリー㈱ 6,000 一般競争

44 H24.7.19 H24.8.20 久慈国家石油備蓄基地 泡消火薬剤取替

品名：たん白泡消火薬剤-20℃～+３０℃型
数量：32.85KL（地上部15.34KL、配管
9.95KL、消防車2.00KL、保管ドラム5.56KL）
仕様：たん白3%型 既設同様超耐寒３％型
（消防検定品）

ヤマトプロテック㈱ 17,000 一般競争

45 H24.7.23 H24.8.28
久慈国家石油備蓄基地 多点係留ブイ製作
復旧

本工事は、久慈国家石油備蓄基地のタン
カー係留用設備である６点係留ブイの内、２
基の新規製作を行うものである

新日鉄エンジニアリング㈱ 175,000 一般競争

46 H24.7.23 H24.8.24 久慈国家石油備蓄基地 車庫復旧工事 業務用車両４台分の車庫　一式 ㈱小山組 12,780 一般競争

47 H24.7.31 H24.8.29
久慈国家石油備蓄基地 事務所等空調・ボ
イラー設備定期点検工事(平成24年度)

久慈基地の総合管理事務所、福利厚生施
設の栄町住宅及び門前住宅

㈱細谷地 3,300 一般競争

48 H24.7.31 H24.8.24
平成24年度 ハイモロックＳＳ－１００購入
(K3)

購入数量：３７００Ｋｇ
特質：ハイモロックＳＳ－１００の粉末
粉末の袋詰（１０ｋｇ／袋）とする

㈱コタベ 826 一般競争

49 H24.8.8 H24.9.10
久慈国家石油備蓄基地 一般廃棄物保管場
復旧工事

一般廃棄物置場の復旧工事
・官庁申請
・一般廃棄物置場の設置、倉庫タイプ（リサ
イクル資源の保全）、ベタ基礎

㈱小山組 1,830 一般競争

50 H24.8.24 H24.9.20
久慈国家石油備蓄基地 海底シンカー及び
チェーン類健全性調査等工事

(1)対象設備（海底に設置）：タンカー係留用
設備、受払設備係留用チェーン類、原油配
管（バルブ含む）海中構造物
(2)上記の健全性調査及び点検、貝殻付着
状況確認と除去及び防食状況確認
(3)海域設備周辺で確認された洗掘等の補
修作業
(4)震災の影響、経年劣化、防食上の問題
の有無についての評価及び補修等に関す
る提言

出光エンジニアリング㈱ 111,000 一般競争

51 H24.8.29 H26.10.29
串木野国家石油備蓄基地 階段・架台等修
理工事(平成24年度)＜再度入札＞

本工事は設備建屋出入口扉とパイプラック
耐火被覆の防水カバーが外面腐食により
穿孔している為、修理工事を行なうものであ
る

西日本プラント工業㈱ 4,900 一般競争

52 H24.8.31 H24.10.2
久慈国家石油備蓄基地 高粘度油回収装置
（船舶用）購入＜再度入札＞

購入品名 ： 高粘度油回収装置
購入数量 ： １式
使用方法：船舶に回収装置一式を積載し、
スキマーを海上に浮かべて油回収を行う

タムラック㈱ 13,195 一般競争

53 H24.8.31 H24.9.25
久慈国家石油備蓄基地 高粘度油回収ネッ
ト購入＜再度入札＞

購入品名 ： 高粘度油回収ネット
購入数量 ： 一式
使用方法：船舶にて回収ネットを曳航し、回
収を行うもの

第一実業㈱ 1,600 一般競争

54 H24.9.5 H24.10.11
串木野国家石油備蓄基地 配管･機器･架台
等塗装定期修理工事(平成24年度)

本工事は配管・機器・架台等の防食塗装の
劣化箇所（発錆部）について塗装修理を行
う

久保田建装㈱ 5,500 一般競争

55 H24.9.5 H24.10.9
菊間国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成24年度)

往復式空気圧縮機及び空気除湿装置並び
に付属する機器の定期整備

太陽テクノサービス㈱ 5,350 一般競争

56 H24.9.13 H24.10.15 久慈国家石油備蓄基地 注水設備洗浄工事
サービストンネル、竪坑上部室の水封側溝
の洗浄工事、並びにボーリング注水孔の浸
透量計測業務

ジオテクノス㈱ 6,000 一般競争

57 H24.9.21 H24.10.26
久慈国家石油備蓄基地 ボイラー定期整備
工事(平成24年度)＜再度入札＞

多管式小型貫流ボイラー（メーカー名：ＩＨＩ
石川島汎用ボイラー株式会社、メーカー形
式：Ｋ－２５００ＲＥ型）及び付属設備・機器
の整備

出光エンジニアリング㈱ 4,340 一般競争

58 H24.10.5 H24.10.30
平成24年度 久慈国家石油備蓄基地 Ａ重
油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：813.5KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

久慈市漁業協同組合
66,900円

/KL
一般競争

59 H24.10.5 H24.10.24
久慈国家石油備蓄基地 高粘度油回収装置
（陸上岸壁用）購入＜再度入札＞

購入品名 ： 高粘度油回収装置
購入数量 ： １式
使用方法：
・スキマーを海上に浮かべ、岸壁での操作
で油回収を行う
・高粘度油回収装置型式　堰式、ディスク
式、ドラム式等、何れも可

㈱ロックブリッジ 6,090 一般競争

60 H24.10.12 H24.11.13 久慈国家石油備蓄基地 駐輪場復旧工事 駐輪場復旧工事 ㈱小山組 1,850 一般競争

61 H24.10.23 H24.11.20
久慈国家石油備蓄基地 沢水及び排水処理
設備処理水の岩盤タンク影響分析評価業
務(平成24年度)

沢水及び排水設備処理水の水質分析、通
水試験、カラム試験等と水封水が岩盤タン
クの水封機能の安定性に対する影響を評
価する

電源開発㈱ 7,520 一般競争
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62 H24.10.23 H24.11.16 久慈国家石油備蓄基地 荷役用資機材購入
購入品：モッコ（網目状で立体的構造のモッ
コ）
サイズ：幅約2.0ｍ×高さ約1.5ｍ×長さ約
2.0ｍ

八戸港湾運送㈱ 1,400 一般競争

63 H24.10.23 H24.11.16
久慈国家石油備蓄基地 外周緑化復旧工事
(平成24年度)

基地の外周緑化復旧工事 ㈱米内造園 38,800 一般競争

64 H24.10.26 H24.12.12
久慈国家石油備蓄基地 東北地方太平洋沖
地震による高台部立横坑設置工事(津波対
策)

高台の造成敷地から地下の既設トンネルま
で、新たな電源ケーブル及び給水配管等を
設置するための立坑、横坑の新設工事であ
る

㈱森本組 670,000 一般競争

65 H24.10.31 H24.12.3
菊間国家石油備蓄基地 排水路等定期清掃
工事(平成24年度)

基地内の地上部側溝及び地下部排水路等
の定期清掃工事

㈲三和興産 3,750 一般競争

66 H24.11.2 H24.11.29
久慈国家石油備蓄基地 係留用テールロー
プ購入

購入品：ナイロン製ロープ　八つ打ち
数量：ア. φ８０ｍｍ×３０ｍ（仕上がり）12丸
イ. φ８０ｍｍ×１５ｍ（仕上がり）５丸

㈱テザック 7,200 一般競争

67 H24.11.2 H24.12.5
菊間国家石油備蓄基地 オイルフェンス等
定期整備工事(平成24年度)

オイルフェンス巻取機設備点検及び電動
機、変速機、減圧機の分解整備等工事

太陽テクノサービス㈱ 2,500 一般競争

68 H24.11.2 H24.11.29
久慈国家石油備蓄基地 係留用増取ロープ
購入

購入品：ハイテクロンＮ４ロープ５丸
（㈱テザック製と同等品もしくは同等品以
上）

㈱テザック 9,000 一般競争

69 H24.11.6 H24.11.30
久慈国家石油備蓄基地 保安林解除申請書
等作成業務

津波避難通路新設工事予定地の保安林解
除申請に関わる業務
ア．路線・用地測量業務
イ．避難通路設計及び申請書類等作成業
務

㈱ダイヤ 2,040 一般競争

70 H24.11.7 H24.11.27
久慈国家石油備蓄基地 海域資機材購入＜
再度入札＞

購入品：
１．もやい銃１式（船舶のもやい策用もやい
銃）
２．ワーフラダー１台

㈱ヤマノ機工 600 一般競争

71 H24.11.7 H24.11.27
久慈国家石油備蓄基地 海域資機材特殊治
具購入＜再度入札＞

購入品：
１．ピックアップブイ１式（スワンプ索のピック
アップ用ブイ ブイ本体及び付属品）
２．デルタプレート２枚（スワンプ索の接続用
デルタプレート）

㈱メタルワン鉄鋼製品販売 1,150 一般競争

72 H24.11.7 H24.12.25
久慈国家石油備蓄基地 東北地方太平洋沖
地震による高台部設備設置工事(津波対策)

高台の造成敷地に、岩盤タンクの維持管理
に必要な設備・機器類を設置および地上基
地から移設する

日揮プラントソリューション㈱ 3,085,000 一般競争

73 H24.11.14 H24.12.13
久慈国家石油備蓄基地 メンテナンスエリ
ア・消火ホース乾燥塔復旧工事

１）メンテナンスエリア防油堤補修
２）雨水、含油配管復旧
３）付帯設備工事
ア．消火ホース乾燥塔設置
イ．電気工事（分電盤への繋ぎ込み）

㈱小山組 12,500 一般競争

74 H24.11.14 H24.12.13
久慈国家石油備蓄基地 国旗等掲揚、吹流
しポール復旧工事

ア．国旗等掲揚ポール撤去、廃棄物処理
イ．国旗等掲揚ポール基礎補修
ウ．吹流しポール基礎工、ポール設置

㈱小山組 2,700 一般競争

75 H24.11.14 H24.12.13
久慈国家石油備蓄基地 F/Ｈ脱着訓練設備
復旧工事

フローティングホース脱着訓練設備の復旧
工事
ア．ホース脱着訓練設備製作・据付
イ．塗装
ウ．各種検査（材料検査、寸法検査、外観
検査、塗装検査）

出光エンジニアリング㈱ 4,500 一般競争

76 H24.11.26 H24.12.21
平成24年度 久慈国家石油備蓄基地 排水
処理設備ポリ塩化アルミニウム購入

ポリ塩化アルミニウムの購入予定数量：
43,860Kg
特質：濃度は10%以上

㈱つしま
50.00円

/Kg
一般競争

77 H24.11.26 H24.12.21
平成24年度 久慈国家石油備蓄基地 排水
処理設備次亜塩素酸ソーダ購入

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
43,860Kg
特質：有効塩素は12%以上

㈱つしま
45.00円

/Kg
一般競争

78 H24.11.29 H25.1.8
久慈国家石油備蓄基地 管理事務所１階展
示物復旧工事(平成24年度)

ア．基地概要パネル及び什器の製作
イ．水封式地下備蓄の原理に関するパネル
及び什器の製作
ウ．「復旧・復興の記録」及び「基地の万全
な対策」に関するパネル、映像装置及び什
器の製作

㈱テクノ・プロ・サービス 3,900 一般競争

79 H24.12.17 H25.1.15
久慈国家石油備蓄基地 係留ブイ保管用基
礎（係船岸）復旧工事＜再度入札＞

係留ブイ保管用基礎部復旧工事 東亜建設工業㈱ 7,000 一般競争

80 H25.1.15 H25.2.1
久慈国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成24年度)

往復式空気圧縮機（２機）及び空気除湿装
置、並びに付属する機器の定期整備

㈱ＩＨＩ回転機械 3,750 一般競争
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