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〇契約責任者 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長 宮池 克人 （愛知県名古屋市中区錦
２1819）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
14 データ配信基盤機器調達及び導入業務 購入等 一般 30.11.14 ＴＩＳ株式会
社 名古屋市西区牛島町６番１号 78516000円 30. 9. 3 最低価格
14 共通基盤システム用特権ＩＤ管理ソフトウェアライセンスの調達 購入等 一般 
30.11.20 株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区東品川４丁目12番７号 29243214
円 30. 9. 5 最低価格
14 共通基盤システム用ソフトウェアライセンス調達（その２） 購入等 随意 
30.11.27 株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区東品川４丁目12番７号 25376248
円 30.11. 7 ｄ「互換性」
73 ＥＴＣ割引等に関する広報業務（平成30年度 第２回） 購入等 随意 30.11.20
株式会社東急エージェンシー 愛知県名古屋市中区栄４１８ 95753340円 
30.10. 2 ｂ「排他的権利の保護」

22 実験動物用３ＤマイクロＸ線ＣＴ装置 一式 購入等 一般 30.11. 2 株式会
社ニコンインステック札幌営業所（札幌市中央区南１条東２丁目８２） 21600000円 
30. 8.21 最低価格
〇国立大学法人北海道大学函館キャンパス事務部事務長 小塩 俊二 （北海道函館市港町３丁目１
番１号）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
26 北海道大学函館キャンパス及び北晨寮で使用する電気 一式 購入等 一般 
30.12.18 北海道電力株式会社（北海道札幌市中央区大通東１丁目２番地） 158469387円
30. 9.28 最低価格
〇国立大学法人旭川医科大学長 吉田 晃敏 （北海道旭川市緑が丘東２条１丁目１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
22、31 生体情報モニタリングシステム 一式 購入等 一般 30.11.21 株式会社
ムトウ（札幌市北区北十一条西４丁目１番15号） 81362625円 30. 9. 3 総合評価

〇中日本高速道路株式会社名古屋支社長 近藤 清久 （名古屋市中区錦２1819）
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23
41 伊勢湾岸自動車道 豊田管内伸縮装置改良工事（平成30年度） 購入等 一般
30.11.28  シ ョ ー ボ ン ド 建 設 株 式 会 社 名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 熱 田 区 西 野 町 ２  70
2602800000円 30. 7.13 総合評価

〇国立大学法人東北大学理事 植木 俊哉 （仙台市青葉区片平２１１）
 ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 04

22、31 【リバースオークション】患者用ベッド 一式 購入等 一般 30.11.26 
株式会社シバタインテック（宮城県仙台市若林区卸町二丁目11番地３） 45360000円 
30. 9. 6 最低価格
〇契約責任者 西日本高速道路株式会社四国支社長 後藤 貞洋 （香川県高松市朝日町４１３）
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 37
〇契約担当役 国立大学法人筑波大学財務担当副学長 石野 利和 （つくば市天王台１１１）
41 松山自動車道 東峰工事 購入等 一般 30.11.20 五洋建設株式会社・あおみ ◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 08
建設株式会社 松山自動車道東峰工事特定建設工事共同企業体 愛媛県松山市千舟町４４３
24 高速共焦点超解像顕微鏡 一式 購入等 一般 30.11. 9 オリンパスメディカ
3550000000円 30. 8.27 総合評価
ルサイエンス販売株式会社（東京都新宿区西新宿３丁目20番２号） 47520000円 30. 8. 6
最低価格
〇契約責任者 西日本高速道路株式会社九州支社 北九州高速道路事務所長 下登 新一 （福岡県
24 デスクトップ型全ゲノム解析システム 一式 借入 一般 30.11.15 日立キャ
北九州市八幡西区金剛403１）
ピタル株式会社（東京都港区西新橋一丁目３番１号） 258120円（月額） 30. 7.23 最
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 40
低価格
73 北九州地区特定更新工事広報業務 購入等 一般 30.12.13 株式会社大広（大
14 最先端多重複合型計算機システム 一式 借入 一般 30.11.13 日本電気株式
阪府大阪市北区中之島２２７） 132300000円 30.10.22 最低価格
会社（東京都港区芝五丁目７番１号） 12204000円 30. 8. 1 総合評価

〇国立大学法人北海道大学総長職務代理 笠原 正典 （札幌市北区北８条西５丁目）
〇経理責任者 国立大学法人埼玉大学事務局長 平林 正吉 （さいたま市桜区下大久保255）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 11
15 双方向遠隔授業システムの機器更新（一部）及び保守業務 一式 購入等 随意 
15 無線ＬＡＮシステム 一式 購入等 一般 30.11.21 伊藤忠テクノソリュー
30.10.31 株式会社日立製作所北海道支社情報システム第一営業部（札幌市中央区北二条西４丁
ションズ株式会社（東京都千代田区霞が関３丁目２番５号） 52790400円 30. 9.18 最
目１番地） 97267932円 ｄ「互換性」
低価格
71、27 平成30年度 陽子線治療計画システム 保守業務 一式 購入等 随意 
修 （富山市杉谷2630番地）
30.11.22 株式会社日立製作所北海道支社情報システム第一営業部（札幌市中央区北二条西４丁 〇分任契約責任者 国立大学法人富山大学医薬系事務部長 佐藤
目１番地） 17280000円 ｂ「排他的権利の保護」
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 16
14 HINESポータル及びWebmailシステム 一式 借入 随意 30.11.26 株式会
22、31 臨床検査自動化システム（再リース） 一式 借入 随意 30.12. 7 株式
社日立製作所北海道支社情報システム第一営業部（札幌市中央区北二条西４丁目１番地） 
会社スズケン富山支店（富山市黒崎451番地の１） 15007680円 ｂ「技術的理由による競争
791100円 ｄ「互換性」
の不存在」

