
（別紙様式３） 

公共調達の適正化について（平成 18年 8月 25日付財計第 2017号）に即した競争入札に係る情報の公表（物品役務等） 

  

（経理課） 

物品役務等の 

名称及び数量 

契約担当官等の氏名並びに 

その所属する部局の名称及び

所在地 

契約を締結した日 
契約の相手方の商号又は 

名称及び住所 

一般競争入札・

指名競争入札

の別 

（総合評価の

実施） 

予

定

価

格 

契約金額 

落

札

率 

備考 

大分大学旦野原キャンパス警

備等業務請負  

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 5月 27日 

 

アサヒジェイテック株式会社 

代表取締役 因幡 浩 

大分県大分市大字下郡１６０２－１ 

大分県保険医会館２－１号室                  

                  

一般競争契約  21,168,000円   

大分大学王子キャンパスで使

用する電気  

契約電力 376kW 年間予定使

用電力量 562,293kWh 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 7月 6日 

ミツウロコグリーンエネルギー（株） 

代表取締役社長 二見 敦 

東京都中央区日本橋本町三丁目 7番 2号 

一般競争契約 

（政府調達） 
 

基本料金 

550.00円/kW 

従量料金単価 

夏季 15.50円/kWh 

その他季 

14.29円/kWh 

 

単価契約 

予定調達総額 

10,321,413円 

大分大学事務用パソコン 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 7月 29日 

株式会社ユニットコム  

代表取締役 端田 泰三 

大阪府大阪市浪速区日本橋 4丁目 16番 1号 

一般競争契約  １１７，０７２円/月  

リース契約 

予定調達総額 

8,022,240円 

基盤情報システム 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 10月 20日 

 

西日本電信電話株式会社 

代表取締役社長 村尾 和俊 

大阪府大阪市中央区馬場町３番１５号 

 

一般競争契約 

（政府調達） 
 6,991,488円/月  

リース契約 

予定調達総額 

503,387,136円 

多目的化学吸着量脱離量測定

システム 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 10月 31日 

マイクロトラック・ベル株式会社 

代表取締役  仲井 和之 

大阪府大阪市住之江区南港東 

８丁目２番５２号 

一般競争契約  13,683,600円   



三次元動作解析システム 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 28年 12月 26日 株式会社アステム 

代表取締役 吉村 恭彰 

大分県大分市西大道二丁目 3番 8号 

一般競争契約 

（政府調達） 
 75,384,000円   

防災備蓄品 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 1月 23日 平岡株式会社 

代表取締役 平岡 太介 

大分県大分市長浜町 2丁目 14番 26号 

一般競争契約  9,590,400円   

電動油圧昇降ベッド 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 1月 23日 

 

株式会社カナケン 

代表取締役 丸山 修 

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 2-17-39 

 

一般競争契約  5，284,008円   

連動講義システム 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 2月 3日 

アボック株式会社 

代表取締役 長友 信裕 

宮崎県宮崎市城ケ崎 4 丁目 16番地４ 

一般競争契約  8,175,600円  

 

 

 

大分大学自動車運転管理業務 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 3月 9日 

大分はとタクシー株式会社 

代表取締役 梅野 雅子 

大分県大分市鴛野 1046 番地の８ 

一般競争契約  2,646円/時間  

 

予定調達総額 

6,922,263円 

大分大学理工学部永岡研究室

における労働者派遣業務 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 3月 10日 

株式会社テクノプロ 

代表取締役 西尾 保示 

東京都港区六本木六丁目 10番 1号 

一般競争契約  2,943円／時間  

単価契約 

予定調達総額 

5,496,788円 

大分大学職員健康診断及び特

殊健康診断 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年  3月 10日 

 

一般財団法人西日本産業衛生会 

理事長 宮崎 誠 

福岡県北九州市小倉北区 3丁目 1番 2号 

 

一般競争契約  
予定調達総額 

9,231,235円 
 単価契約 

大分大学学生定期健康診断 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年  3月 10日 

 

一般財団法人医療情報健康財団 

理事長 石川 潔 

福岡県福岡市博多区店屋町 4-15 

 

一般競争契約  
予定調達総額 

13,948,200円 
 単価契約 



大分大学（旦野原キャンパス） 

建物清掃等作業請負 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 3月 17日 

アイ・ティ・アサヒ株式会社 

代表取締役 矢羽田 光 

大分県大分市高砂町 4番 20号 

一般競争契約  9,028,800円   

コピー用紙 

西山 晋 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 3月 17日 

キングテック㈱ 

代表取締役 網中 裕城 

福岡県北九州市小倉北区東港２－５－１ 

一般競争契約  

Ａ3 1,656円/箱 

Ａ4 1,380円/箱 

Ｂ4 2,070円/箱 

Ｂ5 1,035円/箱 

 

単価契約 

予定調達総額 

12,682,200円 

 


