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〇国立大学法人北海道大学総長 寳金 清博 （札幌市北区北８条西５丁目）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
24 高分解能・高精度フーリエ変換型質量分析システム １式 購入等 一般 
3. 8.17 北海道和光純薬株式会社（北海道札幌市北区北15条西４丁目１16） 24310000
円  3. 5.24 最低価格

〇国立大学法人北海道大学総長 寳金 清博 （札幌市北区北８条西５丁目）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
22、31 心臓用超音波診断装置 一式 購入等 一般  3. 9.16 株式会社竹山（札
幌市中央区北六条西16丁目１番地５） 22220000円  3. 7. 1 最低価格

〇国立大学法人北海道大学 総長 寳金 清博 （北海道札幌市北区北８条西５丁目）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
41 北海道大学総合研究棟（創成学系）新営工事 購入等 一般  3.10. 1 戸田建
設株式会社 東京都中央区八丁堀２８５ 1279300000円（税込み）  3. 7.27 総合
評価 1299100000円（税込み）

〇国立大学法人帯広畜産大学契約担当役事務局長 藤波 豊彦 （北海道帯広市稲田町西２11）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
14 農学情報基盤センターコンピュータシステム 一式 借入 一般  3. 8.16 Ｎ
ＥＣネッツエスアイ㈱（東京都文京区後楽二丁目６番１号） 6542107円（月額）  3. 5. 6
総合評価

〇国立大学法人北見工業大学契約担当役 三枝 広人 （北海道北見市公園町165）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
14 図書館情報システム 一式 購入等 一般  3. 9.16 ＮＥＣネッツエスアイ株
式会社（東京都文京区後楽２丁目６番１号） 21670000円  3. 6.11 最低価格
14 ＩＣＴ学術統合基盤システム 一式 借入 一般  3. 9.17 兼松エレクトロニ
クス株式会社（東京都中央区京橋２1310） 4950000円（月額）  3. 7. 6 総合評価

〇国立大学法人弘前大学契約担当役 理事（総務担当） 渡邊 淳平 （青森県弘前市文京町１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 02
２ 重油ＪＩＳ１種２号 210000Ｌ 購入等 一般  3. 8.26 北日本石油株式会
社（東京都中央区日本橋蛎殻町１28５） 7403円（単価／Ｌ）  3. 2. 1 最低価格
２ 重油ＪＩＳ１種２号 186000Ｌ 購入等 一般  3. 9.24 カメイ株式会社（宮
城県仙台市青葉区国分町３１18） 7744円（単価／Ｌ）  3. 2. 1 最低価格
16 学生寮エアコン 一式 購入等 一般  3. 9. 1 有限会社リンクシステム（埼
玉県さいたま市北区土呂町２９18） 22550000円  3. 7. 2 最低価格
24 放射線安全管理システム中央監視装置 一式 購入等 一般  3. 9. 8 株式会
社シバタ医理科（青森県弘前市高田３７１） 21219000円  3. 6.18 最低価格

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
71、27 ＲＰＡ導入支援業務 一式 購入等 一般  3. 8.26 三和コンピュータ株
式会社（東京都港区南麻布三丁目20番１号） 70950000円  3. 6. 7 最低価格

〇国立大学法人山形大学米沢キャンパス長 中島 健介 （山形県米沢市城南４３16）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 06
26 ナノスケール表面精密解析装置 一式 購入等 一般  3. 9.15 サカタ理化学
株式会社（山形県鶴岡市余慶町６番38号） 109890000円  3. 7. 9 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人筑波大学財務担当副学長 勝野 頼彦 （つくば市天王台１１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 08
24 遠隔操作型オールインワン蛍光顕微鏡 一式 購入等 一般  3. 8.30 株式会
社池田理化（東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号） 18598800円  3. 6.11 最低価格

〇国立大学法人茨城大学学長 太田 寛行 （茨城県水戸市文京２１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 08
24 円偏光ルミネッセンス測定システム 一式 購入等 一般  3. 9. 8 ジャスコ
サポート株式会社（東京都千代田区神田猿楽町１丁目２番１号） 20046400円  3. 6.15
最低価格
24 粉末ＸＲＤ装置 一式 購入等 一般  3. 9. 9 株式会社リガク東京支店（東
京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目14番４号） 23848000円  3. 6.15 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人宇都宮大学財務部長 塚本 英則 （宇都宮市峰町350）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 09
14 教育用電子計算機システム 一式 借入 一般  3. 9. 8 東日本電信電話株式
会社（東京都新宿区西新宿３19２） 1832930（月額）円  3. 6.11 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人群馬大学事務局長 児島 昌樹 （前橋市荒牧町４２）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 10
26 感染症医療人材養成用シミュレータ及びトレーニングシステム １式 購入等 一般
 3. 8.26 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） 103374051円
 3. 6.15 最低価格

〇経理責任者 国立大学法人埼玉大学事務局長 西井 知紀 （さいたま市桜区下大久保255）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 11
24 ドラフトチャンバー等 一式 購入等 一般  3. 9. 3 竹田理化工業株式会社
（東京都渋谷区恵比寿西２丁目７番５号） 29150000円  3. 6.11 最低価格

〇国立大学法人東京医科歯科大学長 田中雄二郎 （東京都文京区湯島１５45）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
24 動物実験施設用高圧蒸気滅菌機 一式 購入等 一般  3. 9. 2 サクラ精機株
式会社（東京都中央区新川一丁目25番12号） 48180000円  3. 7. 1 最低価格
24 ＢＳＬ３実験室ユニット 一式 購入等 一般  3. 9.16 日立グローバルライ
フソリューションズ株式会社（東京都港区西新橋二丁目15番12号） 67540000円  3. 7.12
最低価格
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