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〇国立大学法人一橋大学長 蓼沼 宏一 （東京都国立市中２丁目１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
14 人事給与統合システム 一式 購入等 一般  2. 2. 3 株式会社日進サイエン
ティア（東京都品川区南大井６26２ 大森ベルポートＢ館８階） 67380533円 
1.11.18 総合評価

〇契約責任者 国立大学法人富山大学事務局長 下敷領 強 （富山市五福3190）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 16
71、27 電子ジャーナルSpringer Nature社製品の利用 一式 購入等 随意 
1.12.23 Springer Nature Customer Service Center GmbH（Tiergartenstrasse 1517,
69121 Heidelberg, Germany） 37704891円 ｂ「排他的権利の保護」

〇国立大学法人金沢大学長 山崎 光悦 （金沢市角間町ヌ７番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17
26 金沢大学で使用する電気 一式 購入等 一般  2. 1.27 株式会社F‑Power
（東京都港区芝浦三丁目１番21号） 604547170円（単価／式）  1.12. 2 最低価格

〇国立大学法人浜松医科大学理事 田中 宏和 （浜松市東区半田山１20１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 22
24 非線形光学顕微鏡用超短パルス光源 一式 購入等 一般  2. 1.31 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４１28） 17952000円  1.11.11
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
22、31 米国ソラテック社製HeartMate３ 一式 購入等 随意  2. 1. 9 株式
会社アーダント（春日井市如意申町８丁目４番地４） 18881500円 ｃ「緊急性」
22、31 米国ソラテック社製HeartMate３ 一式 購入等 随意  2. 1.22 株式
会社アーダント（春日井市如意申町８丁目４番地４） 18881500円 ｃ「緊急性」

〇国立大学法人京都大学長 山極 壽一 （京都市左京区吉田本町）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 26
14 事務用コンピュータシステム 一式 借入 一般  2. 1. 8 株式会社フィット
ワークス（大阪市淀川区西中島６1125） 762080円（月額）  1.10. 7 最低価格
22、31 心電計 一式 購入等 一般  2. 1.21 株式会社増田医科器械（京都市伏
見区竹田藁屋町50） 26499858円  1.11. 1 最低価格

22、31 循環器用超音波診断装置 一式 購入等 一般  2. 1.14 株式会社三笑堂
（京都市南区上鳥羽大物町68） 25355000円  1.10.21 最低価格
26 京都大学熊取地区で使用する電気 契約電力 2600kW 年間予定使用電力量 7024630
kWh 購入等 一般  2. 1.31 株式会社ＦＰｏｗｅｒ（東京都港区芝浦３１21）
88247366円（単価／式）  1.11.21 最低価格
26 京都大学霊長類研究所で使用する電気 契約電力500kW 年間予定使用電力量
2181303kWh 購入等 一般  2. 1.31 関西電力株式会社（大阪市北区中之島３

６16） 28253555円（単価／式）  1.11.21 最低価格
71、27 難病レジストリ構築に向けた人工知能基盤技術開発業務 一式 購入等 随意
 2. 1.23 日本アイ・ビー・エム株式会社（東京都中央区日本橋箱崎町1921） 
39599993円 ｂ「排他的権利の保護」
24 クリニカルバイオリソース全自動ＤＮＡ抽出・保管・払出し管理オペレーションシステム
一式 購入等 随意  2. 1.15 株式会社ＫＢＢＭ（京都市左京区吉田下阿達町46）
184741700円 ｄ「互換性」
23 手動集密書架 一式 購入等 一般  2. 1. 6 株式会社規文堂（京都市南区唐
橋大宮尻町16１） 17545000円  1.10.16 最低価格
24 大面積フォトニック結晶レーザー自動実装装置 一式 購入等 一般  2. 1.10
ハイソル株式会社（東京都台東区上野１17６） 30965000円  1.10.21 最低価格
26 京都大学病院地区で使用する電気 契約電力16600kW 年間予定使用電力量 99301270
kWh 購入等 一般  2. 1.31 九電みらいエナジー株式会社（福岡市中央区渡辺通２
４８） 1138048173円（単価／式）  1.11.21 最低価格

〇契約責任者 国立大学法人京都教育大学理事 江﨑 俊光 （京都市伏見区深草藤森町１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 26
26 京都教育大学藤森学舎で使用する電気 一式 購入等 一般  2. 2. 3 九電み
らいエナジー株式会社（福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号） 28158509円（単価／式）
 1.11.21 最低価格
26 京都教育大学附属学校の６事業所で使用する電気 一式 購入等 一般  2. 2. 3
株式会社ＦＰｏｗｅｒ（東京都港区芝浦三丁目１番21号） 17481640円（単価／式）

 1.11.21 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 高分解回折コントラスト型透過電子顕微鏡 一式 購入等 一般  2. 1.16 日
本電子株式会社 大阪支店（大阪市淀川区西中島５14５ニッセイ新大阪南口ビル） 
32670000円  1.10. 7 最低価格

〇国立大学法人兵庫教育大学契約担当役 事務局長 小野 幸嗣 （兵庫県加東市下久米942１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
26 兵庫教育大学で使用する電気 3846862kWh 購入等 一般  2. 1.31 中部
電力株式会社（愛知県名古屋市東区東新町１番地） 54719159円（単価／kWh）  1.11.21
最低価格

〇国立大学法人滋賀医科大学長 塩田 浩平 （大津市瀬田月輪町）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 25
22、31 ３Ｄ画像解析システム 一式 購入等 一般  2. 2. 5 株式会社三笑堂
（京都市南区上鳥羽大物町68番地） 25586000円  1.12. 2 最低価格
22、31 超音波診断装置（肝線維化測定） 一式 購入等 一般  2. 2. 5 佐野器
械株式会社（京都市南区上鳥羽奈須野町１番地の１） 25025000円  1.12. 2 最低価格
22、31 超音波診断装置 一式 購入等 一般  2. 2. 5 石黒メディカルシステム
株式会社（京都市伏見区竹田中川原町381番地） 24035000円  1.12. 2 最低価格
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