
【総表】令和3年度6月分契約情報

予定価格及び落札率は、同種のほかの契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。

商号又は名称 住所

CytoFLEX S System B2-R3-V4-Y4　米
国ベックマン・コールター社製
B75408　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月4日 株式会社カーク 名古屋市中区丸の内3-8-5 一般競争契約 14,999,600円 物品購入

医療用液化酸素（純度99.5％以上） 機構長　松尾　清一 令和3年6月4日 株式会社メディカルサカイ 岐阜市鷺山1543-3 一般競争契約 8,470,000円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

医療用液化窒素（純度99.5％以上） 機構長　松尾　清一 令和3年6月4日 株式会社メディカルサカイ 岐阜市鷺山1543-3 一般競争契約 5, 452, 920円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～
Ｒ4.6.30
契約金額は予定数
量による。

JEM-3000F型電子顕微鏡高圧タンク修
理　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月7日 日本電子株式会社 名古屋市中村区那古野1-47-1 随意契約 7,044,446円

当該業務を行える相手方は他に存在
せず、競争を許さないことから東海国
立大学機構会計規程第38条第1項第1
号に該当するため。

役務

光触媒反応用閉鎖循環装置　有限会社
幕張理化学硝子製作所製　CLS7565-S-
M-R3★1　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月10日 有限会社幕張理化化学硝子製作所 千葉市稲毛区長沼町119-2 随意契約 5,397,700円

当該物品を納入できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから、東
海国立大学機構会計規程第38条第1
項第1号に該当するため。

物品購入

nuwnet利用状況可視化システム　一式 機構長　松尾　清一 令和3年6月10日 株式会社オクトパス
京都市下京区烏丸通四条下ﾙ水銀屋町
620

随意契約 9,900,000円

当該業務を行える相手方は他に存在
せず、競争を許さないことから東海国
立大学機構会計規程第38条第1項第1
号に該当するため。

役務

名古屋大学ホームカミングデイ等広報
業務　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月10日
株式会社名古屋ダイレクトメールセ
ンター

名古屋市東区矢田南1-6-29 一般競争契約

情報発信資料の制作、印刷、封入及び発送業務
(1)制作・印刷業務

①封筒　1部当たり　6.6円
②ホームカミングデイ案内リーフレット　1部当たり　6.38円

③メールマガジンのご案内　1部当たり　3.3円

(2)印刷業務
④  メイン企画フライヤー　1部当たり　2.75円

⑤  名大応援エコギフトチラシ　1部当たり　2.75円

(3)封入業務
①   6点封入　1件当たり　10.67円
②   8点封入　1件当たり　12.1円

(4)発送先住所の印字・発送業務
(129g)

①郵便番号上2桁：〒45～〒49　1件当たり　63.58円
②上記以外の愛知県内　1件当たり　63.58円

③岐阜県内　1件当たり　63.58円
④三重県内　1件当たり　63.58円

⑤上記以外のエリア　1件当たり　66.88円
（181ｇ）

①郵便番号上2桁：〒45～〒49　1件当たり　63.58円
②上記以外の愛知県内　1件当たり　63.58円

③岐阜県内　1件当たり　63.58円
④三重県内　1件当たり　63.58円

⑤上記以外のエリア　1件当たり　66.88円

(5)返還発送物の仕分け業務　１件当たり　82.5円

役務

恵那山－猿投山北断層帯における浅部
反射法探査　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月10日 株式会社地球科学総合研究所 東京都文京区大塚1-5-21 一般競争契約 45,793,000円 役務

「不眠障害患者を対象としたレンボレ
キサントを用いた睡眠マネジメントに
関する研究」に係るCRC業務　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月14日 株式会社EP綜合 東京都新宿区津久戸町1-8 一般競争契約 9,130,000円 役務

契約金額 随意契約理由 調達方法 備考契約方法契約件名及び数量 契約責任者氏名及び職名 契約日
契約の相手方
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SeqStudio ジェネティックアナライザ
米国サーモフィッシャーサイエンティ
フィック社製 SEQ-D 一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月15日 株式会社カーク 名古屋市中区丸の内3-8-5 一般競争契約 7,590,000円 物品購入

6 Series Mixed Signal
Oscilloscope; (4) FlexChannels;
6GHz Bandwidth　米国テクトロニクス
社製　MSO64B 6-BW-6000　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 日本電計株式会社 東京都台東区上野5-14-12 一般競争契約 6,999,850円 物品購入

医薬品　ベリプラストＰコンビセット
組織接着用5mL　外59品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田1-12-1 一般競争契約 755,018,757円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.3.31
契約金額は予定数量
による。

医薬品　オンパットロ点滴静注2mg/ml
外71品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 株式会社スズケン 名古屋市東区東方端町8 一般競争契約 858,694,671円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.3.31
契約金額は予定数量
による。

医薬品　デシコビ配合錠HT　外1品目 機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 東邦薬品株式会社 東京都世田谷区代沢5-2-1 一般競争契約 15, 609, 936円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～
Ｒ4.3.31
契約金額は予定数
量による。

医薬品　ゴナックス皮下注用80mg　外
13品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 中北薬品株式会社 名古屋市中区丸の内3-11-9 一般競争契約 139,956,087円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.3.31
契約金額は予定数量
による。

医薬品　パクリタキセル点滴静注液
100mg「サンド」　外2品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 株式会社メディカル一光 三重県津市西丸之内36-25 一般競争契約 24,239,666円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.3.31
契約金額は予定数量
による。

医薬品　グラセプターカプセル1mg
外13品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月17日 株式会社メディセオ 東京都中央区八重州2-7-15 一般競争契約 163, 617, 518円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～
Ｒ4.3.31
契約金額は予定数
量による。

遠隔モニタリングシステム　クロスバ
イ　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月18日 井上精機株式会社 岐阜県岐阜市玉宮町11-1 一般競争契約 14,872,000円 物品購入

主機インバータ用冷却器　昭和電工株
式会社製　2018AG-CP-01　20ｾｯﾄ

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日
昭和電工株式会社　アルミ機能部材事
業部　名古屋支店

名古屋市西区名駅1-1-17 随意契約 10,546,800円

当該物品を納入できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから、東
海国立大学機構会計規程第38条第1
項第1号に該当するため。

物品購入

医療用材料　Ambu　aScope4ブロンコ
アンブ製　スリム，O.D.3.8mm，チャ
ンネル径1.2mm　476001000　(灰色ｸﾞ
ﾘｯﾌﾟ）　外 73 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田2-16-30 一般競争契約 1本あたり41,140円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　ArcticFrontAdvance冷凍
アブレーションカテーテル　日本メド
トロニック製　10.5Fr，Lg　140cm，
バル－ン径28mm，45゜カ－ブ，個包装
AFAPRO28　外 27 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社APEX 名古屋市西区康生通2-26 一般競争契約 1本あたり623,040円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　KANSOサウンドプロセッ
サ　日本コクレア製　黒　P771866
外 11 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社三輪器械 名古屋市中区丸の内3-23-16 一般競争契約 1セットあたり965,800円　外 物品購入 単価契約
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医療用材料　Avalus大動脈弁　日本メ
ドトロニック製　サイズ21mm　 40021
外 8 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社アーダント 愛知県春日井市如意申町8-4-4 一般競争契約 1個あたり959,090.00円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　BDバクテック23F好気用
レズンボトルP　日本ベクトン・
ディッキンソン　442023　外 9 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社スズケン 名古屋市東区東片端町8 一般競争契約 1本あたり592.9円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　インスピリスRESILIA大
動脈弁　エドワーズライフサイエンス
サイズ19mm　11500AJ19　外 4 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社タカトリ 名古屋市中区丸の内3-16-33 一般競争契約 1個あたり995,000.6円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　AltaView　テルモ製
0.86－1.01mm（2.6－3Fr），有効長
137cm，40－60MHz　TU－60P2613　外
3 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 エッチエスメディカル株式会社 名古屋市北区丸新町56 一般競争契約 1本あたり64,020円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　アルウエッティone2エタ
ノール　オオサキメディカル製
4x4cm，2枚入　31068　外 2 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 オオサキメディカル株式会社 名古屋市西区玉池町203 一般競争契約 1包あたり 1. 97円　 外 物品購入 単価契約

医療用材料　アダカラム　JIMRO製
60x206mm，220g，回路付　614425

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 大誠医科器械株式会社 名古屋市守山区元郷1-211 一般競争契約 1個あたり114,906円　外 物品購入 単価契約

医療用材料　インセパックⅡ－Ｄ　極
東製薬工業製　7ml（5.5ml），促進剤
／分離剤入　551-71013-7

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 伊勢久株式会社 名古屋市中区丸の内3-4-15 一般競争契約 1本あたり16.5円 物品購入 単価契約

医療用材料　SYNCHRONY　FLEX28PIN電
極　メドエルジャパン株式会社製
FLEX28，PIN　31094

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社三輪器械 名古屋市中区丸の内3-23-16 随意契約 1セットあたり　1,578,445円

不落随契
競争に付しても入札者がなかったこと
から、東海国立大学機構会計規程第
38条第1項第5号に該当するため。

物品購入 単価契約

アレセンサカプセル150㎎ 150㎎／カ
プセル　PTP　14カプセル×2 中外製
薬製　外68点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田1-12-1 一般競争契約 1箱あたり 182,395.4円　外 物品購入 単価契約

アデムパス錠0.5㎎ 0.5㎎／錠　PTP
10錠×10 MSD製　外 113 点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社スズケン 名古屋市東区片端町8 一般競争契約 1箱あたり 63,580円　外 物品購入 単価契約

エレンタール配合内用剤 分包　80g×
14包　EAファーマ製　外16点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社メディセオ 東京都中央区八重洲2-7-15 一般競争契約 1箱あたり 5,940円　外 物品購入 単価契約

タケキャブ錠10㎎ 10㎎／錠　PTP　10
錠×50　武田薬品工業製　外14点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 中北薬品株式会社 名古屋市中区丸の内3-11-9 一般競争契約 1箱あたり 56,911.8円　外 物品購入 単価契約

キロサイドN注1g 1g1瓶×1瓶(プラス
チック) 日本新薬製　外6点

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 東邦薬品株式会社 東京都世田谷区代沢5-2-1 一般競争契約 1箱あたり 6,085.2円　外 物品購入 単価契約
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サニサーラW250mL　サラヤ株式会社製
250mL

機構長　松尾　清一 令和3年6月21日 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田2-16-30 一般競争契約 1箱あたり 473円　外 物品購入 単価契約

診療材料　Advisor HDグリッドマッピ
ングカテーテルSE　外44品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 株式会社APEX 名古屋市西区康生通2-26 一般競争契約 263,038,962円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

診療材料　ASAHI Meister　外39品目 機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 井上精機株式会社 岐阜市玉宮町1-11-1 一般競争契約 96, 462, 465. 55円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～
Ｒ4.6.30
契約金額は予定数
量による。

診療材料　インセパックⅡ-D　外2品
目

機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 株式会社スズケン 名古屋市東区東片端町8 一般競争契約 6,994,944円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

診療材料　INEトランスデュ－サ－ア
レイ　外１品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 ノボキュア株式会社 東京都千代田区丸の内1-9-1 一般競争契約 14,212,000円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

診療材料　AltaView　外1品目 機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 株式会社フェニックス 名古屋市名東区照が丘59 一般競争契約 14, 418, 968円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～
Ｒ4.6.30
契約金額は予定数
量による。

診療材料　5.5カニュレ－テッドコ－
ティカルフィックススクリュ－　外81
品目

機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 株式会社八神製作所 名古屋市中区千代田2-16-30 一般競争契約 394,447,474円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

診療材料　アダカラム 機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 大誠医科器械株式会社 名古屋市守山区元郷1-211 一般競争契約 5,745,300円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。

国立大学法人東海国立大学機構統合報
告書作成に係るコンサルティング業務

機構長　松尾　清一 令和3年6月22日 株式会社日本総合研究所 東京都品川区東五反田2-18-1 随意契約 14,850,000円

当該業務を行える相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから東海国立大学
機構会計規程第38条第1項第1号に該当
するため。

役務

白色干渉計搭載レーザ顕微鏡　株式会
社キーエンス製　VK-X3000/3100
SP1746　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月24日 株式会社キーエンス 大阪市東淀川区東中島1-3-14 一般競争契約 10,516,000円 物品購入

触媒反応システム　太洋システム株式
会社製　Model TS-631　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月24日 太洋システム株式会社 川崎市宮前区馬絹6-13-1 随意契約 14,300,000円

当該物品を納入できる相手方は他に
存在せず、競争を許さないことから、東
海国立大学機構会計規程第38条第1
項第1号に該当するため。

物品購入

二酸化炭素低減を目指したモーター制
御技術に関わる演算解析　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月25日 穂高電子株式会社 横浜市港北区新横浜2-12-12 一般競争契約 6,903,600円 役務

フローサイトメーター　CytoFlex　2
レーザー5カラーモデル　米国ベック
マン・コールーター社製　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月25日 伊勢久株式会社　岐阜営業所 岐阜市六条江東2-8-7 一般競争契約 5, 880, 600円 物品購入



【総表】令和3年度6月分契約情報

予定価格及び落札率は、同種のほかの契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。

商号又は名称 住所
契約金額 随意契約理由 調達方法 備考契約方法契約件名及び数量 契約責任者氏名及び職名 契約日

契約の相手方

新型コロナワクチンの職域接種運営業
務　一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月28日
株式会社日本旅行　名古屋法人営業
支店

名古屋市中区栄2-11-30 随意契約 91,665,486円

緊急随意契約
緊急の必要により競争に付することができ
ないことから、東海国立大学機構会計規
程第38条第1項第2号に該当するため。

役務

事務システム用サーバ運用支援業務
一式

機構長　松尾　清一 令和3年6月30日 富士通Japan株式会社　東海支社 名古屋市中村区名駅1-1-3 随意契約 27,437,520円

当該業務を行える相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから東海国立大学
機構会計規程第38条第1項第1号に該当
するため。

役務

診療材料　RPクロスガ－ゼ　外1品目 機構長　松尾　清一 令和3年6月30日 オオサキメディカル株式会社 名古屋市西区玉池町203 一般競争契約 5,715,082円 物品購入

単価契約
契約期間 R3.7.1～Ｒ
4.6.30
契約金額は予定数量
による。
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