【総表】令和3年度10月分契約情報

契約件名及び数量

GaNインバータ試験設備使用

一式

土壌作物体総合分析装置 富士平工業
株式会社製 SFP-4i ドレインセパ
レーター含む 一式 外29点

ワークステーション アプライド株式
会社製 GP-XS5218Rx2M3Q2TU4SDDe
一台
「日本初の自動運転モビリティによる
サービス実用化に向けた技術研究開発
評価」プロジェクトにおける評価試験
走行 一式

契約責任者氏名及び職名

契約日

機構長 松尾 清一

令和3年10月1日

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

令和3年10月1日

令和3年10月1日

令和3年10月1日

契約の相手方
商号又は名称

住所

シンフォニアテクノロジー株式会社 東京都港区芝大門1-1-30

富士平工業株式会社

アプライド株式会社

アイサンテクノロジー株式会社

東京都文京区本郷6-11-6

福岡市博多区東比恵3-3-1

名古屋市北区八籠町1-75-2

自動ガス吸着装置 マイクロトラッ
ク・ベル株式会社製 BELSORP MAX
CMSP 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月4日

マイクロトラック・ベル株式会社

名古屋市中区錦2-9-14

高速液体クロマトグラフ 株式会社日
立ハイテクサイエンス製 Chromaster
一式 外5点

機構長 松尾 清一

令和3年10月5日

株式会社カーク

名古屋市中区丸の内3-8-5

Freeze Dryer 独国Martin Christ
Gefriertrocknungsanlagen GmbH製
Beta 2-8 LSC Plus 1Set and other
2Set

機構長 松尾 清一

令和3年10月7日

ITS Science(Phils.)Inc.

3434-CC.Raymundo Ave.Rosario Pasing
City 1609 Metro Manila Philippines

全身麻酔システム

機構長 松尾 清一

令和3年10月8日

井上精機株式会社

岐阜県岐阜市玉宮町11-1

一式

ファスナースクリーニング試作機
造 一式

改

実験データ収集システム 株式会社
Human Dataware Lab.製 HDL-DWTS001 一式

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

令和3年10月8日

令和3年10月8日

株式会社エヌテック

株式会社Human Dataware Lab.

岐阜県養老郡養老町豊字川原134

名古屋市中村区名駅1-1-3

契約方法

契約金額

一般競争契約

9,185,000円

随意契約理由

調達方法

役務

6,148,552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

7,194,000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

12,221,000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

随意契約

6,047,250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

一般競争契約

9,088,200円

随意契約

随意契約

随意契約

随意契約

PhP 3,923,000

一般競争契約

14,198,800円

随意契約

随意契約

物品購入

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

物品購入

13,530,000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。

製造

5,333,000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

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

知財関連データ整理及びデータ管理機
能強化の一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月13日 サイバーパテント株式会社

東京都千代田区大手町2-2-1

随意契約

8,533,800円

多光子共焦点レーザー顕微鏡システム
A1RMP 1K化アップグレード 株式会
社ニコン製 GaAsP NDD EPIユニット

機構長 松尾 清一

令和3年10月14日 株式会社木下理化

名古屋市昭和区松風町1-32-3

一般競争契約

5,500,000円

物品購入

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。

備考

【総表】令和3年度10月分契約情報

契約件名及び数量

契約責任者氏名及び職名

東海国立大学機構構成員情報のDXに関
する調査及び構成員情報統合データ
ベースの基本設計業務 一式

機構長 松尾 清一

契約日

契約の相手方
商号又は名称

令和3年10月15日 富士通Japan株式会社

住所

東京都港区東新橋1-5-2

契約方法

契約金額

一般競争契約

9,586,500円

随意契約理由

調達方法

役務

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。

ドアツードア・モビリティポート間移
動の複数ルート提供対応

機構長 松尾 清一

令和3年10月18日 株式会社未来シェア

北海道函館市美原2-7-21

随意契約

7,920,000円

Catalyst 9300-24S 本体 E2 富士通
株式会社製 LCD93F2E2 2台 外5点
一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月19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

一般競争契約

6,402,000円

物品購入

4電子銃蒸着装置接続用真空システム
NU-Rei株式会社製 VAC-152SYS 一式
外1点

機構長 松尾 清一

令和3年10月19日 NU-Rei株式会社

名古屋市東区葵3-23-3

一般競争契約

8,120,200円

物品購入

キュービックスパッタ装置 株式会社
菅製作所製 SSP1000 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月21日 株式会社菅製作所

北海道北斗市追分3-2-2

名古屋大学医学部附属病院臨床検査
Ⅶ群

機構長 松尾 清一

令和3年10月21日 株式会社LSIメディエンス

東京都千代田区内神田1-13-4

AFM装置 韓国Park Systems社製
FX40-CPG AFMシステム 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月22日

1細胞・組織ピッキング装置 ネッパ
ジーン株式会社製 UnipicK+ブリッジ
付 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月22日 理科研株式会社

リアクティブイオンエッチング装置
サムコ株式会社製 Model：RIE-10NR
一式

東海国立大学機構に設置するビジネス
スクールの方向性と予想される課題に
関するコンサルティング

英国HIDEN ANALYTICAL社エネルギー
アナライザー付質量分析計モデル
EQP500 WR9223オーバーホール

VNA用拡張モジュール(260-400GHz)
WM-710(WR2.8) VNA TxRxM 米国
Virginia Diodes社製 一式

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

機構長 松尾 清一

パーク・システムズ・ジャパン株式
東京都千代田区神田錦町1-17-1
会社

令和3年10月22日 サムコ株式会社

令和3年10月25日

名古屋市中区新栄1-33-1

京都市伏見区竹田藁屋町36

三菱UFJリサーチ&コンサルティング
東京都港区虎ノ門5-11-2
株式会社

令和3年10月25日 イノベーションサイエンス株式会社

令和3年10月26日 株式会社アムテックス

川崎市高津区坂戸3-2-1

東京都世田谷区経堂5-20-16

随意契約

一般競争契約

6,096,200円

1回当たり

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。

18, 370円

役務

物品購入

役務

一般競争契約

14,960,000円

物品購入

一般競争契約

7,425,000円

物品購入

随意契約

随意契約

随意契約

随意契約

14,993,000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

5,940,000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

9,405,000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

13,392,500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

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。

備考

【総表】令和3年度10月分契約情報

契約責任者氏名及び職名

レーザー彫刻システム オーストリア
国trotec社製 Speedy300C8066（外部
コンプレッサー含まず） 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月26日 株式会社なべや

Xevo G2-XS Qtof システム_NQTW
国ウォーターズ社製 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月26日 オザワ科学株式会社

米

契約日

契約の相手方

契約件名及び数量

岐阜大学柳戸団地（本部地区）におい
て使用する固定電話サービスの更改
機構長 松尾 清一
一式

令和3年10月26日

内視鏡システム オリンパス株式会社
製 VISERA ELITEシステム 一式

機構長 松尾 清一

レーザー計測システム 英国レニ
ショー・PLC社製 一式

商号又は名称

KDDI株式会社ソリューション 中部支
社

契約方法

契約金額

名古屋市港区善南町46-3

一般競争契約

5,445,000円

物品購入

名古屋市中区錦3-9-22

一般競争契約

14,993,000円

物品購入

住所

随意契約理由

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。

調達方法

名古屋市西区名駅2-27-8

随意契約

25,432,678円

令和3年10月29日 株式会社イノチア

名古屋市名東区高間町551

一般競争契約

8,063,000円

物品購入

機構長 松尾 清一

令和3年10月29日 レニショー株式会社

東京都新宿区四谷4-29-8

一般競争契約

14,314,410円

物品購入

Expression-L CMS with m/z 2000
mass range,Single quadruple 米国
Advion社製 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月29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

10,593,000円

物品購入

エレクトロマイグレーション観察用
TEMホルダー 日本電子株式会社製
EM-Z21135TP6200 一式

機構長 松尾 清一

令和3年10月29日 日本電子株式会社

東京都昭島市武蔵野3-1-2

一般競争契約

14,850,000円

物品購入

役務

備考

単価契約
契約期間 R3.10.26～
R9.3.31
契約金額は予定数量
による

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。

