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〇契約者 独立行政法人日本学生支援機構理事長 吉岡 知哉 （神奈川県横浜市緑区長津田町4259）
◎調達機関番号 591 ◎所在地番号 14
71、29 日本語教育センター 学生管理システム導入及び運用保守 一式 借入 随意
 2.10. 1 株式会社ＳＨＩＮＫＯ（東京都台東区浅草橋５丁目20番８号ＣＳタワー内） 
43807500円（税込）  2. 6.19 ａ「不落」
57 「令和３年度大学等奨学生採用候補者決定通知」関係書類の封入、仕分、梱包及び発送
購入等 一般  2. 9.10 株式会社プリント・キャリー（大阪府東大阪市荒本北２６
21） 23957558円（税込）  2. 7. 1 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校事務部長 田中 基久
（山形県鶴岡市井岡字沢田104）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 06
24 ナノ表面分析評価システム 一式 購入等 一般  2. 9. 8 株式会社アオバサ
イエンス（宮城県仙台市太白区富沢南２丁目11５） 61985000円  2. 6.26 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構木更津工業高等専門学校事務部長 後藤 勉
（木更津市清見台東２11１）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 12
24 環境水質動態解析システム 一式 購入等 一般  2. 9.16 株式会社チヨダサ
イエンス（東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号） 16940000円  2. 7. 1 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構富山高等専門学校事務部長 冨田 和宏 （富山
市本郷町13番地）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 16
13 横形ＮＣフライス盤 一式 購入等 一般  2. 8.26 井加田産業株式会社（富
山市音羽町２丁目１番６号） 25520000円  2. 6. 1 最低価格
24 舶用ディーゼルエンジンおよび動力計、燃焼解析装置、排ガス分析装置 一式 購入等
一般  2. 8.31 轟産業株式会社富山支店（富山市丸の内３丁目３番４号） 

82698000円  2. 6.11 最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構舞鶴工業高等専門学校事務部長 佐良 俊久
（京都府舞鶴市字白屋234）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 26
16 超微細加工用ＥＣＲ型イオンシャワー装置 一式 購入等 一般  2. 8.21 株
式会社エリオニクス（東京都八王子市元横山町三丁目７番６号） 25300000円  2. 6.11
最低価格
24 圧縮ねじり試験機 一式 購入等 一般  2. 9. 4 クアナ技研株式会社（京都
市中京区西ノ京東中合町28番地） 38500000円  2. 7. 1 最低価格

〇国立研究開発法人理化学研究所 播磨事業所 研究支援部長 反町 耕記 （兵庫県佐用郡佐用町
光都１丁目１番１号）
◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 28
24 高分解能・高効率クライオ電子顕微鏡システム 一式 購入等 随意  2. 8.24
日本電子株式会社 東京都昭島市武蔵野３丁目１番２号 599940000円  2. 6. 8 ａ
「不落」

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構有明工業高等専門学校事務部長 浅井 浩文
（大牟田市東萩尾町150）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 40
24 構造物動的試験機 一式 購入等 一般  2. 8. 7 株式会社イケダ科学（熊本
市東区錦ヶ丘16番７号） 17600000円  2. 5.26 最低価格
24 小型風洞先端汎用流体計測・解析実験装置 一式 購入等 一般  2.10. 9 西
華産業株式会社（東京都千代田区丸の内３丁目３番１号） 26290000円  2. 7.16 最低
価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校事務部長 宮成 隆明
（都城市吉尾町473番地の１）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 45
24 キャピラリーＤＮＡシーケンサー 一式 購入等 一般  2. 8.26 株式会社
トーアサイエンス（宮崎県宮崎市老松二丁目３番25号） 19998000円  2. 6.11 最低価
格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所 管理部長 椎名 公夫 （茨城県東茨城郡
大洗町成田町4002番地）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08
16 「常陽」ディーゼル発電機水抵抗器負荷試験用遮断器盤の更新 １式 購入等 随意
 2. 9.29 富士電機株式会社（東京都品川区大崎１丁目11番２号） 44660000円 
2. 8.14 ｄ「互換性」
13 Ｘ線大型蛍光増倍管の購入 １式 購入等 一般  2.10. 1 三友株式会社（茨
城県ひたちなか市新光町38） 24090000円  2. 7.13 最低価格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター所長 伊藤 洋昭 （岐阜県土岐
市泉町定林寺959番地の31）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 21
24 誘導結合プラズマ質量分析装置の購入 １式 購入等 一般  2. 8.31 西進商
事株式会社 名古屋営業所（愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目24番30号 名古屋三井ビル本館）
25289000円  2. 6.15 最低価格

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエンド研究開発部門 人形峠環境技術
センター所長 木原 義之 （岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地）
◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 33
２ Ａ重油 ＪＩＳ 規格Ｋ2205 第１種２号【第３期分】 140 購入等 一般 
2. 9.17 朝日エナジー有限会社（愛媛県今治市古谷甲548１） 48829円/  2. 4.16
最低価格

〇契約担当役 独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校事務部長 筏津 隆広
（米子市彦名町4448）
◎調達機関番号 593 ◎所在地番号 31
24 リアルタイム多重音源探査・音響解析システム 一式 購入等 一般  2. 8.26
株式会社ホクシン（福井県福井市経田１丁目104番地） 15950000円  2. 6.11 最低価
格
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