
（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 

財務会計システム 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 4月 10日 

富士通リース株式会社  

代表取締役 春日井 昌生 

東京都千代田区神田錬塀町 3番地 

一般競争入札 

（政府調達） 
 1,050,678円/月  

リース契約 

予定調達総額 

63,040,680円 

教育学部附属中学校 

パソコン教室用パソコン 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 4月 24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 

一般競争入札  122,040 円/月  

リース契約 

予定調達総額 

7,078,320円 

電子スピン共鳴装置 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 6月 28日 

日本電子株式会社 

代表取締役 栗原 権右衛門 

東京都昭島市武蔵野三丁目 1 番 2 号 

一般競争入札  11,772,000 円   

大分大学王子キャンパスで 

使用する電気 

 契約電力   360ｋｗ 

 年間予定使用電力量 

       643,695ｋｗｈ  

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 7月 7日 

サミットエナジー株式会社 

代表取締役 小澤 純史 

東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号 

一般競争入札  

基本料金 

918.00 円/ｋｗ 

従量料金 

夏季 12.96 円/ｋｗｈ 

その他季 11.88 円/ｋｗｈ 

 
単価契約 

 

大分大学事務用パソコン 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 7月 19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 

一般競争入札  125,928 円/月  

リース契約 

予定調達総額 

7,555,680円 



教務情報システム 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 9月 5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 

一般競争入札  2,684,016 円/月  

リース契約 

予定調達総額 

193,249,152円 

大分大学教育学部附属学校 

警備業務請負 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 9月 8日 

株式会社ＮＩＫＫＯ 

代表取締役社長 柴田 保治 

大分県大分市王子町 7 番 1 号 

一般競争入札  1,077 円/時間  
予定調達総額 

11,311,731円 

水蒸気導入対応型排ガス浄

化触媒性能評価装置 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 11月 2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 

一般競争入札  6,993,000 円   

人事給与システム 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 11月 8日 

株式会社インフォセンス 

代表取締役社長 久保 満 

福岡県福岡市博多区冷泉町 2-1 

一般競争入札 

（政府調達） 
 696,870 円/月  

リース契約 

予定調達総額 

41,812,200円 

教育用電子計算機システム 

一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 11月 14日 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 

代表取締役社長 石井 誠 

大阪府大阪市北区茶屋町 19 番 19 号 

一般競争入札 

（政府調達） 
 2,214 ,000 円/月  

リース契約 

予定調達総額 

106,272,000円 

神経・筋機能評価システム 

一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 12月 12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 

一般競争入札 

（政府調達） 
 30,002,400 円  不落随契 

防災備蓄品  一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 29年 12月 22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 

 

一般競争入札  6,906,997 円   



理学療法実習機器 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 1月 12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 

一般競争入札  14,472,000 円   

福祉健康科学部講義室用デ

スク及びチェア 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 1月 12日 

キングテック株式会社 

代表取締役 網中 裕城 

福岡県北九州市小倉北区東港 2 丁目 5 番 1 号 

一般競争入札  4,436,640 円   

映像・音響システム 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 1月 19日 

三友株式会社 

代表取締役 藤森 基成 

東京都渋谷区神南 1 丁目 8 番 13 号 

一般競争入札  7,506,000 円   

粉体組成等解析装置 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 1月 26日 

正晃株式会社 

代表取締役  印 正哉 

福岡県福岡市東区松島三丁目３４番３３号 

一般競争入札  9,720,000 円   

大分大学自動車運転管理業

務 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 2月 8日 

大分はとタクシー株式会社 

代表取締役 梅野 雅子 

大分県大分市大字鴛野１０４６番地の８ 

一般競争入札  2,862 円/時間  

単価契約 

予定調達総額 

7.139.073円 

大分大学学術情報拠点（図

書館及び医学図書館）業務

請負 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 3月 1日 

丸善雄松堂株式会社 

代表取締役 松尾 英介 

東京都中央区日本橋２丁目３番１０号 

一般競争入札  67,508,640 円   

大分大学学生定期健康診断 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30 年 3 月 8 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 

 

一般競争入札  11,960,000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 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 3月 15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  

一般競争入札  9,720,000 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 

一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原 700番地 

平成 30年 3月 19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 

一般競争入札  2，970 円/時間  単価契約 

大分大学旦野原キャンパス

警備等業務請負 一式 

伊豆島 明 

事務局 

大分市大字旦野原７００番地 

平成 30年 3月 22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  

一般競争入札  50,263,200 円   

 

  

 

 


