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〇国立大学法人新潟大学長 牛木 辰男 （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
22、31 次世代型高性能傾斜磁場システムの開発 一式 購入等 随意  3. 8.16 
株式会社Kyoto Future Medical Instruments（京都府京都市左京区下鴨森本町15番地） 
58000000円 ｂ「排他的権利の保護」
26 ＰＭＯＤ ＰＥＴ ＤＡＴＡ Analysis software （Academic） 一式 購入等 随
意  3. 9.15 株式会社ＰＭＯＤ（東京都新宿区西新宿６丁目12番６号） 17325000円
ｂ「技術的理由による競争の不存在」

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
24 質量分析装置 一式 購入等 一般  3. 9.22 丸文通商株式会社富山支店（富
山市八日町247番地41） 29999200円  3. 7. 1 最低価格

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 ソフトウェアの使用許諾権 一式 購入等 一般  3. 8.30 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） 47764388円  3. 6. 1 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
24 走査型プローブ顕微鏡 一式 購入等 一般  3. 9.14 株式会社ホクシン（福
井県福井市経田１丁目104番地） 28380000円  3. 6.28 最低価格
６ リサイクルPPC用紙 一式 購入等 一般  3. 9.15 株式会社政浦（石川県
七尾市古府町へ部37番地） 12760704円（単価／枚）  3. 6.28 最低価格
17 ドクターカー 一式 購入等 一般  3. 9.13 セントラルメディカル株式会社
（石川県金沢市西念３丁目１番５号） 22240999円  3. 6.21 最低価格

〇契約担当役 国立大学法人福井大学財務部長 落合 祐二 （福井市文京３９１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 18
26 医療用トレーニングシミュレータ 一式 購入等 一般  3. 9. 9 株式会社ミ
タス（福井県福井市問屋町４丁目901番地） 23683000円  3. 7.12 最低価格

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 多目的Ｘ線透視撮影システム（Ｃアーム型） 一式 購入等 一般  3. 9. 1
株式会社メディカ・ライン（東京都文京区湯島１６３ 湯島１丁目ビル３階） 

39270000円  3. 6.21 最低価格
22、31 Ｘ線透視撮影システム 一式 購入等 一般  3. 9. 1 豊前医化株式会社
（山梨県甲府市中央一丁目20番11号） 32670000円  3. 6.21 最低価格
22、31 全身用Ｘ線ＣＴ診断装置 一式 購入等 随意  3. 9. 2 株式会社メディ
カ・ライン（東京都文京区湯島１６３ 湯島１丁目ビル３階） 252450000円 ｃ「緊急
性」
22、31 多目的Ｘ線撮影装置 一式 購入等 随意  3. 9. 2 株式会社メディカ・
ライン（東京都文京区湯島１６３ 湯島１丁目ビル３階） 64900000円 ｃ「緊急性」
22 シーリングペンダントシステム 一式 購入等 随意  3. 9. 3 マコト医科精
機株式会社（山梨県甲府市飯田一丁目３番34号） 34210000円 ａ「不落」
22、31 Ｘ線骨密度測定装置 一式 購入等 随意  3. 9. 8 東洋メディック株式
会社（東京都新宿区東五軒町２13） 26730000円 ｃ「緊急性」

〇契約担当役 国立大学法人信州大学理事 藤澤 晃 （長野県松本市旭３１１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 20
22、31 デジタルＣアームＸ線ＴＶ 一式 購入等 随意  3. 8.20 中日本メディ
カルリンク株式会社（長野県松本市丸の内８番１号） 34100000円 ｃ「緊急性」

〇国立大学法人浜松医科大学理事 佐藤 誠 （浜松市東区半田山１20１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 22
22、31 シーリングペンダント 一式 購入等 一般  3. 8.30 株式会社マストレ
メディカル（浜松市東区有玉南町2365番地） 41800000円  3. 5.26 最低価格
24 in vivo 蛍光発光イメージングシステム 一式 購入等 一般  3. 9. 3 理科
研株式会社（名古屋市中区新栄一丁目33番１号） 36234000円  3. 6.16 最低価格
24 トリプル四重極質量分析システム 一式 購入等 一般  3. 9.10 株式会社
カーク（名古屋市中区丸の内三丁目８番５号） 53900000円  3. 6.11 最低価格
24 バーチャル患者シミュレータ 一式 購入等 一般  3. 9.13 内田洋行株式会
社（東京都中央区新川二丁目４番７号） 30250000円  3. 6.16 最低価格

〇国立大学法人東海国立大学機構機構長 松尾 清一 （岐阜市柳戸１番１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
22、31 放射線治療システム（割賦購入） 一式 購入等 一般  3. 9.28 芙蓉総
合リース株式会社（東京都千代田区麹町５丁目１番地１） 4484700円（月額）  3. 7. 1
総合評価

〇国立大学法人東海国立大学機構機構長 松尾 清一 （名古屋市千種区不老町１）
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
24 電界放出形電子顕微鏡 一式 購入等 一般  3. 9. 7 日本電子株式会社（東
京都昭島市武蔵野３１２） 23100000円  3. 6.11 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 岩城 稔 （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 96ＫＬ 購入等 一般  3. 9.28 丸一石油株式会社（金沢
市戸水２丁目27番地） 79035円（単価／ＫＬ）  3. 1.18 最低価格
22、31 ハイブリッド手術支援システム 一式 購入等 一般  3. 9.28 丸文通商
株式会社富山支店（富山市八日町247番地41） 344365599円  3. 5.26 総合評価
22、31 低温滅菌システム 一式 購入等 一般  3. 9.28 セントラルメディカル
株式会社（金沢市西念３丁目１番５号） 82500000円  3. 5.26 総合評価
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