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〇契約担当役 国立大学法人群馬大学事務局長 栗山 雅秀 （前橋市荒牧町４２）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 10
22 薬剤業務支援システム及び注射薬業務支援システム 一式 借入 一般  1. 6.11
総合メディカル株式会社（福岡県福岡市中央区天神２丁目14番８号） 158723712円 

31. 3.11 総合評価
22 超音波診断装置 一式 借入 一般  1. 6.25 株式会社栗原医療器械店（群馬
県太田市清原町４番地の６） 28048032円 31. 3.11 最低価格
14 治療計画システムを構成する治療情報管理サーバの更新 一式 借入 随意 
1. 6.21 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内一丁目６番６号） 60186240円 
ｂ「技術的理由による競争の不存在」

〇国立大学法人東京農工大学学長 大野 弘幸 （東京都府中市晴見町３８１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
24 寒剤型低温強磁界超伝導材料局所微小磁化特性評価システム 一式 購入等 一般
 1. 6.21 日本カンタム・デザイン株式会社（東京都豊島区高松１1116） 39247200
円 31. 3.26 最低価格

〇国立大学法人新潟大学長 髙橋 姿 （新潟市西区五十嵐二の町8050番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 15
71、27 新潟大学キャンパス包括ソフトウェアライセンス 一式 購入等 一般 
1. 6.25 富士ソフト株式会社（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地） 35101746円
31. 4.26 最低価格

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 修 （富山市杉谷2630番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 16
２ 灯油 ＪＩＳ１号 64ＫＬ 購入等 一般  1. 7.26 竹中産業株式会社富山営
業所（富山市田中町５丁目１番８号） 68904円（単価／ＫＬ） 31. 1. 7 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人福井大学財務部長 鈴木 康彦 （福井市文京３９１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 18
22、31 薬剤解析システム 一式 購入等 一般  1. 6.21 丸文通商株式会社（石
川県金沢市松島一丁目40番地） 29700000円 31. 4. 1 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人信州大学理事 小宮山啓太郎 （長野県松本市旭３１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 20
22、31 生理検査室心電図計測システム 一式 借入 一般  1. 7. 5 日立キャピ
タル株式会社（東京都港区西新橋１丁目３番１号） 407160円（月額） 31. 3.26 最低
価格

〇契約担当役 国立大学法人名古屋大学財務担当理事 木村 彰吾 （名古屋市千種区不老町）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
14 図書館電子計算機システム 一式 購入等 一般  1. 7.22 富士通株式会社
（川崎市中原区上小田中４１１） 64152000円 31. 4.16 最低価格
24 ＧａＮナノデバイス配線パターン作製システム 一式 購入等 一般  1. 7.17
オザワ科学株式会社（名古屋市中区錦３９22） 44895600円 31. 4.26 最低価格

〇国立大学法人神戸大学契約担当役 理事 加藤 健 （神戸市灘区六甲台町１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
77 遠隔操作型手術システム 修理 米国インテュイティブサージカル社製 da Vinciサージ
カルシステム 一式 購入等 随意  1. 7. 2 インテュイティブサージカル合同会社
（東京都港区赤坂１1232） 16524000円 ｃ「緊急性」
24 海底電磁場・水圧同時観測システム 二式 購入等 一般  1. 7.19 有限会社
テラテクニカ（東京都武蔵村山市榎３25１） 24013260円 31. 4.26 最低価格
14 労働時間管理システム 一式 購入等 一般  1. 7.10 株式会社日進サイエン
ティア（東京都品川区南大井６26２） 34566702円 31. 4.16 最低価格

〇国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学長 横矢 直和 （奈良県生駒市高山町8916５）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 29
24 分子分解能原子間力顕微鏡ポテンショメトリ装置 一式 購入等 一般  1. 7.26
和研薬株式会社（京都市左京区一乗寺西水干町17番地） 27777000円  1. 5.21 最

低価格

〇国立大学法人鳥取大学長 中島 光 （鳥取市湖山町南４101）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 31
22、31 循環器用超音波画像診断装置 一式 借入 一般  1. 6.28 小西医療器株
式会社（大阪市中央区内淡路町２丁目１番５号） 637200円（月額） 31. 4.11 最低価
格

〇国立大学法人島根大学長 服部 泰直 （松江市西川津町1060）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 32
22 内視鏡ビデオスコープシステム 一式 購入等 一般  1. 6.14 ティーエスア
ルフレッサ株式会社出雲支店（島根県出雲市浜町218番地１） 22896000円 31. 3.26 最
低価格
22 眼科用手術顕微鏡システム 一式 購入等 一般  1. 6.14 株式会社アイプラ
ス松江営業所（島根県松江市浜乃木２丁目４14ＲＡビル１Ｆ） 57996000円 31. 3.26
最低価格

〇国立大学法人大阪大学総長 西尾章治郎 （大阪府吹田市山田丘１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 27
24 一体型フェムト秒再生増幅システム 一式 購入等 一般  1. 6.18 スペクト
ラ・フィジックス株式会社（東京都千代田区九段北４丁目１番28号） 17686080円 
31. 3.22 最低価格
24 薄膜評価用Ｘ線回折装置 一式 購入等 一般  1. 6.21 株式会社リガク（東
京都昭島市松原町３９12） 30240000円 31. 3.22 最低価格
24 分子間相互作用解析装置 一式 購入等 一般  1. 6.27 プライムテック株式
会社（東京都文京区小石川１３25小石川大国ビル２F） 39208557円 31. 4. 1 最
低価格
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