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官
報 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
53 大阪大学箕面新キャンパス外国学研究講義棟への移転業務 一式 購入等 一般 
2. 7.15 株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市堺区石津北町56番地） 31900000円
 2. 4.21 最低価格
14 大阪大学外国学研究講義棟固定講義机及び椅子等 一式 購入等 一般  2. 7.31
フルタ金庫株式会社（大阪市旭区生江１丁目２番６号） 29142960円  2. 4. 6 最

低価格
14 大阪大学外国学研究講義棟可動講義机及び椅子等 一式 購入等 一般  2. 7.31
フルタ金庫株式会社（大阪市旭区生江１丁目２番６号） 50160000円  2. 4. 6 最

低価格

〇国立大学法人神戸大学契約担当役 事務局長 吉田 潔 （神戸市灘区六甲台町１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
22、31 人工呼吸器 コヴィディエンジャパン㈱製 ＰＢ980 四式 購入等 随意 
2. 7.22 宮野医療器株式会社（神戸市中央区楠町５丁目４番８号） 19998000円 ｃ「緊
急性」

〇国立大学法人奈良女子大学長 今岡 春樹 （奈良市北魚屋東町）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 29
26 国立大学法人奈良女子大学（北魚屋西町地区）で使用する電気 契約電力1382kW 年間
予定使用電力量5668071kWh 購入等 一般  2. 8. 6 丸紅新電力株式会社（東京都
中央区日本橋２丁目７番１号） 75413934円  2. 6. 1 最低価格

〇国立大学法人奈良教育大学長 加藤 久雄 （奈良市高畑町）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 29
26 国立大学法人奈良教育大学（高畑地区）で使用する電気 契約電力 720kW 年間予定
使用電力量 1960000kWh 購入等 一般  2. 8. 3 ゼロワットパワー株式会社 代
表取締役 佐藤 和彦（千葉県柏市若柴178番地４柏の葉キャンパスＫＯＩＬ） 26658491円
 2. 5.26 最低価格

〇国立大学法人佐賀大学長 兒玉 浩明 （佐賀市本庄町１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 41
14、27 図書館情報システム 一式 借入 一般  2. 7.15 株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ九州（福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目17番21号） 99792000円  2. 4.21
最低価格

〇国立大学法人佐賀大学長 兒玉 浩明 （佐賀市本庄町１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 41
22、31 汎用型超音波画像診断装置 一式 購入等 一般  2. 7.27 株式会社キシ
ヤ（福岡市東区松島１丁目41番21号） 22847000円  2. 5. 7 最低価格

〇国立大学法人琉球大学学長 西田 睦 （沖縄県中頭郡西原町字千原１番地）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 47
75 琉球大学医学部及び病院清掃業務 一式 購入等 一般  2. 8.14 株式会社国
際ビル産業（沖縄県浦添市勢理客３丁目９番11号） 227040000円  2. 5. 7 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 西山 和徳 （石川県能美市旭台
１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17
14 知識創造支援システム 一式 借入 一般  2. 7.30 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） 3168000円（月額）  2. 5.18 総合評価

〇大学共同利用機関法人人間文化研究機構長 平川 南 （東京都港区虎ノ門４３13）
◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 13
14 第10期情報システム 図書館システムリプレイス 一式 借入 一般  2. 7.17
ＮＥＣネッツエスアイ㈱（東京都文京区後楽２６１） 833910円（月額）  2. 4.21
最低価格

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
42 金沢大学（角間Ⅱ）産学連携研究拠点施設設計業務 一式 役務 公募型プロポーザ
ル方式  2. 8. 6 株式会社内藤建築事務所（京都府京都市左京区田中大堰町182） 
141862000円  2. 4.16 簡易公募型プロポーザル方式による企画競争を行い、設計業者を特
定したもの。 随意契約 143327200円

〇国立大学法人山梨大学長 島田 眞路 （甲府市武田４４37）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 19
22、31 ホルター心電図解析装置システム 一式 購入等 一般  2. 7.22 協和医
科器械株式会社 甲府支店（山梨県甲府市国母１５１） 19580000円  2. 5.21 最
低価格
22、31 生体情報モニタリングシステム 一式 購入等 一般  2. 7.22 協和医科
器械株式会社 甲府支店（山梨県甲府市国母１５１） 35750000円  2. 5.21 最低
価格
22、31 ベッドサイドモニタ・送信機 一式 購入等 一般  2. 7.29 協和医科器
械株式会社 甲府支店（山梨県甲府市国母１５１） 53020000円  2. 6. 1 最低価
格

〇国立大学法人長崎大学長 河野 茂 （長崎市文教町１14）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 42
24 ガスクロマトグラフ質量分析装置 一式 借入 一般  2. 7.31 オリックス・
レンテック株式会社（東京都品川区北品川５５15大崎ブライトコア） 301268円（月額）
 2. 5.18 最低価格
24 サル飼育装置関連器材 一式 購入等 一般  2. 8.27 株式会社ケービー
ティーオリエンタル（佐賀県鳥栖市原古賀町976番地２） 195079500円  2. 6. 1 最低
価格
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