
● 文 部 科 学 省 調 達 案 件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 物 品 及 び サ ー ビ ス (3件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電 気 通 信 製 品 及 び サ ー ビ ス (4件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンピューター製品及びサービス (1件)

● 国 立 大 学 法 人 調 達 案 件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 物 品 及 び サ ー ビ ス (93件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電 気 通 信 製 品 及 び サ ー ビ ス (24件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンピューター製品及びサービス (39件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 医 療 技 術 製 品 及 び サ ー ビ ス (168件)

● 大学共同利用機関法人調達案件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 物 品 及 び サ ー ビ ス (7件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電 気 通 信 製 品 及 び サ ー ビ ス (1件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンピューター製品及びサービス (6件)

● 独 立 行 政 法 人 調 達 案 件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 物 品 及 び サ ー ビ ス (12件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電 気 通 信 製 品 及 び サ ー ビ ス (1件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンピューター製品及びサービス (8件)

● 国 立 研 究 開 発 法 人 調 達 案 件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 物 品 及 び サ ー ビ ス (22件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電 気 通 信 製 品 及 び サ ー ビ ス (5件)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンピューター製品及びサービス (6件)

令和４年４月２５日(月）
文　　部　　科　　学　　省

Ministry of Education Culture，Sports，Science and Technology

令 和 ４ 年 度 政 府 調 達 計 画 一 覧 表



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

物品及びサービス一般
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
文化庁新庁舎　什器等購入
Purchase of Furniture, etc. of the Agency for Cultural
Affairs

一式 令和４年６月 無 令和４年４月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

2
文化庁新庁舎への執務室引越業務
Moving work of the Agency for Cultural Affairs office

一式 令和４年６月 無 令和４年４月中下旬 無
役務の提供等
Services etc

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

3
文化庁新庁舎　文化財保管庫什器等購入
Purchase of Furniture, etc. in the storage of cultural
properties

一式 令和４年６月 無 令和４年４月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

文部科学省／Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

電気通信製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
文化庁新庁舎　庁舎内ネットワーク機器整備
Preparation of network equipment of the Agency for
Cultural Affairs

一式 令和４年７月 無 令和４年５月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

2
文化庁新庁舎　無線LAN設置
Wireless LAN of the Agency for Cultural Affairs

一式 令和４年７月 無 令和４年５月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

3
文化庁新庁舎　電話交換機等設置
Telephone exchange, etc. of the Agency for Cultural Affairs
office

一式 令和４年６月 無 令和４年４月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

4
文化庁新庁舎　電話回線引込
Telephone line installation of the Agency for Cultural Affairs

一式 令和４年７月 無 令和４年５月中下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

文化庁政策課機能強化担当
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL 03-6734-4832 FAX　03-6734-3811

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

文部科学省／Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

コンピューター製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
「公教育データ・プラットフォーム（試行版）」構築業務
Education Data Platform

一式 4年4月1日 無 4年2月28日 無
役務の提供等
Services etc

国立教育政策研究所
National Institute for Educational Policy Research
総務部会計課管理係
〒100－8951　東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL　03－6733－6835　FAX　　03－6733－6938

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

文部科学省／Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

国立大学法人／National University Corporation

物品及びサービス一般
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
北海道大学札幌キャンパスで使用する電気
Electricity to be used in Hokkaido University Sapporo
Campus

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課契約管理担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4564 FAX 011-706-4789

2

北海道大学札幌キャンパスで使用するガス（都市ガス・
13A）
Natural Gas to be consumed at Hokkaido University
Sapporo Campus

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課契約管理担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4564 FAX 011-706-4789

3
核磁気共鳴装置
Nuclear Magnetic Resonance System

一式 4年2月10日 無 無 無

物品の販売及び
役務の提供等

Selling and
Services etc.

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課物品契約担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4552 FAX 011-706-4789

4
透過性電子顕微鏡
（英語名未定）

一式 4年5月30日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課物品契約担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4552 FAX 011-706-4789

5
スマート調理管理システム
Smart cooking management system

一式 4年4月6日 3年4月6日 4年1月4日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課調達担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5197　ＦＡＸ　0172－39－5191

6
病院情報管理システム
Integrated Hospital Information System

一式 4年10月上旬 3年8月23日 4年6月中旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課役務担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5188　ＦＡＸ　0172－39－5191

7
事務局清掃業務
Cleaning　Service of Administration Bureau and other，
Hirosaki　University

一式 5年1月上旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
施設環境部施設環境企画課
青森県弘前市文京町3
ＴＥＬ　0172－39－3084　ＦＡＸ　0172－35－3833

8
医学部附属病院病棟等清掃業務
Cleaning　Service of Hirosaki　University　School of
Medicine and Hospital

一式 5年1月上旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
施設環境部施設環境企画課
青森県弘前市文京町3
ＴＥＬ　0172－39－3084　ＦＡＸ　0172－35－3833

9

東北大学（星陵）動物実験施設等改修工事に伴う精密機器
移設等業務
Transportation Service of precision Equipment for
Renovation of an Institute of Animal Experimentation and a
Radio Isotope Center on the Seiryo Campus of TOHOKU
University

一式 4年4月下旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)
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入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

10
超低温検体自動保冷庫システム
Deep-freezing storage and automatic picking system for
biological sample tubes system

一式 4年6月上旬 4年3月下旬 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

11
フーリエ変換型超伝導核磁気共鳴装置
Fourier Transform Type Superconducting Nuclear Magnetic
Resonance System

一式 4年7月11日 4年3月11日 4年5月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

12

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析
装置
Fourier transform ion cyclotron resonance high-resolution
mass spectrometry system

一式 4年7月11日 4年3月11日 4年5月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

13
測長SEM
CD-SEM

一式 4年7月中旬 4年4月上旬 4年6月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

14
高磁場高分解能フーリエ変換超伝導核磁気共鳴装置
High Magnetic Field High Resolution Fourier Transform
Superconducting Nuclear Magnetic Resonance System

一式 4年8月8日 4年4月1日 4年6月16日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

15
電子線描画装置
 Electron Beam Drawing Machine

一式 4年8月上旬 4年3月下旬 4年6月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

16
患者給食用設備
Hospital Catering System for patient

一式 4年7月中旬 無 4年4月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

17

感染性廃棄物収集・運搬及び処分業務
Nature and quantity of the services to be required :
Collection,transportation and disposal service of the
Infections Waste

一式 4年11月中旬 無 無 ○
役務の提供等
Services etc

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課契約管理係
茨城県つくば市天久保2丁目1番地1
ＴＥＬ　029－853－3544　ＦＡＸ　029－853－3589

18
埼玉大学大久保地区で使用する電気
Electricity for use in Saitama University Ohkubo Campus 一式 4年8月中旬 無 4年6月上旬 無

物品の販売
Selling

国立大学法人埼玉大学
Saitama University
財務部経理課
埼玉県さいたま市桜区下大久保255
ＴＥＬ　048－858－3569　ＦＡＸ　048－858－3938

19
千葉大学亥鼻キャンパスで使用するガス
Gas to be consumed at the University of Chiba Inohana
Campus

一式 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人千葉大学医学部附属病院
chiba　university hospital
管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL：043-226-2237　FAX：043-226-2480

20
千葉大学医学部附属病院建物清掃業務
Clean-up of the building of Chiba University Hospital

一式 4年4月1日 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人千葉大学医学部附属病院
chiba　university hospital
管理課用度係
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
TEL：043-226-2237　FAX：043-226-2480
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入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

21
大学情報基盤システム
Information and computing system

一式 4年3月28日 3年10月21日 4年1月11日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人千葉大学
chiba　university
財務契約課契約総括係
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
TEL：043-290-2074　FAX：043-290-2086

22
航空宇宙用実験風洞群
Experimental Wind Tunnels for Aerospace Application

一式 4年6月下旬 無 4年1月17日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

23
TSMC 12nmシャトル試作および組み立て
TSMC 12nm shuttle chip fabrication and assembly

一式 4年5月下旬 無 4年3月22日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

24
充放電装置
Charge and Discharge Device

一式 4年7月上旬 4年3月11日 4年5月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

25
スーパーキャパシタ電源
Supercapacitor System

一式 4年7月上旬 4年3月11日 4年5月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

26
湯島団地で使用するガス
Gas to be consumed at Tokyo Medical and Dental
University Yushima Campus

一式 5年1月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
施設部施設企画課施設契約係
東京都文京区湯島１－５－４５
TEL　03-5803-5053　FAX　03-5803-0355

27

東京学芸大学小金井地区で使用する電気　契約電力
2,200kW　年間予定使用電力量6,007,783kWh　他　10需要
場所
Electricity to be used in Tokyo Gakugei University Koganei
Campus Electricity Contract 2,200kW The Estimated
Electricity for the year6,007,783kWh Others 10 Market
place

一式 4年11月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人東京学芸大学
Tokyo Gakugei University
財務・研究推進部経理課経理調達第二係
東京都小金井市貫井北町4-1-1
TEL　042-329-7152　FAX　042-329-7148

28
学修支援システム及び学務システム
The learning management system and the academic affairs
system

一式 4年4月下旬 無 4年2月16日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology
研究・財務戦略部財務課契約係
東京都府中市晴見町３－８－１
ＴＥＬ：042-367-5525　ＦＡＸ：042-367-5554

29
磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ）
Magnetic resonance imaging

一式 4年4月上旬 3年11月16日 4年2月16日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology
研究・財務戦略部財務課契約係
東京都府中市晴見町３－８－１
ＴＥＬ：042-367-5525　ＦＡＸ：042-367-5554

30
コンピューター断層撮影装置（ＣＴ装置）
Computed tomography equipment

一式 4年4月上旬 3年11月16日 4年2月16日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京農工大学
Tokyo University of Agriculture and Technology
研究・財務戦略部財務課契約係
東京都府中市晴見町３－８－１
ＴＥＬ：042-367-5525　ＦＡＸ：042-367-5554

31
東京工業大学大岡山地区で使用する電気
Electricity to be used in Tokyo Institute of Technology
Ookayama Area

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
財務部契約課契約管理グループ
東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号
ＴＥＬ　０３－５７３４－２３５１　ＦＡＸ　０３－５７３４－３６７２
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32
図書館電子計算機システム
Library Computer Systems

一式 4年4月中旬 3年10月18日 4年2月1日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
財務部契約課大岡山第１契約グループ
東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号
ＴＥＬ　０３－５７３４－２３５２　ＦＡＸ　０３－５７３４－３６７２

33
電子ビーム露光装置
Electron Beam Lithography System

一式 4年4月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
財務部契約課大岡山第３契約グループ
東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号
ＴＥＬ　０３－５７３４－２３５４　ＦＡＸ　０３－５７３４－３６７２

34

東京工業大学すずかけ台キャンパスで使用する電気　契
約電力6,000kW　予定使用電力量　23,853,486kWh
Electricity to be used in Tokyo Institute of Technology
Suzukakedai Campus Electricity Contract 6,000kW the
estimated electricity for the year 23,853,486kWh

一式 4年4月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
財務部すずかけ台会計課調達グループ
神奈川県横浜市緑区長津田町4259
TEL　045-924-5915　FAX　045-924-5938

35
練習船海鷹丸第二種・第三種中間検査工事及び一般修繕
工事
Intermediate Survey class 2, class3 and Repair Service

一式 4年7月上旬 4年4月中旬 4年5月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京海洋大学
Tokyo University of MarineScience and Technology
財務部経理課調達・船舶係
東京都港区港南4-5-7
ＴＥＬ　03-5463-0370　ＦＡＸ　03-5463-4009

36

電気通信大学調布団地他2か所で使用する電気
Electricity to use with　two places of The University of
Electro-Communications Chofu housing complex
and　others

一式 4年10月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人電気通信大学
The University of Electro-Communications
経理調達課専門員(契約担当)　菅原　良枝
東京都調布市調布ヶ丘１丁目５番地１
TEL　042-443-5044

37

自動遠隔ナノ情報3次元マルチイメージングシステム
Three-dimensional and nano-scale multi-imaging system
equipped with automatic-operation and remote-control
functions

一式 4年8月上旬 4年3月1日 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人横浜国立大学
Yokohama National University
財務部経理課契約第一係
神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1
TEL　045-339-3241　FAX　045-339-3249

38
ドクターヘリ運航業務委託
Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Operation

一式 4年9月下旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

39
情報システム
Information System for Computing and Network services

一式 4年3月1日 3年9月13日 4年1月11日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人富山大学
University of Toyama
財務部経理課契約チーム
富山県富山市五福3190番地
ＴＥＬ　076－445－6125　ＦＡＸ　076－445－6046

40
オールインワン・ナノ材料組織構造解析システム
All-in-One Nano structural analysis system

一式 4年3月28日 3年11月22日 4年1月31日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人富山大学
University of Toyama
財務部経理課契約チーム
富山県富山市五福3190番地
ＴＥＬ　076－445－6056　ＦＡＸ　076－445－6046

41
金沢大学附属病院院内清掃
Sweeping work in Kanazawa University Hospital

一式 4年5月中旬 無 4年4月11日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人金沢大学
Kanazawa　University
 病院部経営管理課調達管理係
石川県金沢市宝町13－１
TEL　076-265-2067　　FAX　076-234-4325

42
金沢大学角間団地他校舎等清掃
Building‑cleaning services of Kanazawa University Kakuma
Campus

一式 4年10月下旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人金沢大学
Kanazawa University
施設部施設企画課施設契約係
石川県金沢市角間
TEL 076-264-5106　FAX 076-234-4030
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43
金沢大学で使用する電気
Electricity to be used in kanazawa university

一式 4年10月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人金沢大学
Kanazawa University
施設部施設企画課施設契約係
石川県金沢市角間
TEL 076-264-5106　FAX 076-234-4030

44
総合情報基盤センター情報システム
Information System of Center for Information Initiative

一式 4年5月下旬 3年11月8日 4年3月22日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課文京契約担当
福井県福井市文京三丁目９－１
ＴＥＬ　0776-23-0500　ＦＡＸ　0776-27-8920

45
工学部教育用電子計算機システム
Educational Computer System for School of Engineering

一式 4年6月上旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課文京契約担当
福井県福井市文京三丁目９－１
ＴＥＬ　0776-23-0500　ＦＡＸ　0776-27-8920

46
信州大学で使用する電気
Electricity to be used at Shinshu University

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人信州大学
ShinshuUniversity
環境施設部環境企画課
長野県松本市旭3－1－1
ＴＥＬ　0263－37－2149　ＦＡＸ　0263－37－2000

47
総合医療情報システム
Hospital Information System

一式 4年2月7日 3年5月21日 3年11月16日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

48
病院情報ネットワーク病棟系システム
Hospital information network system for the ward

一式 4年4月6日 3年9月13日 4年2月7日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

49
キャンパス情報システム
Information and Communication System for the university

一式 4年9月中旬 3年6月21日 4年6月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

50
個別換気ケージシステム
Individual ventilation cage system

一式 4年5月上旬予定 無 4年3月22日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東海国立大学機構
Tokai National Higher Education and Research System
名古屋大学医学部・医学系研究科経理課調達グループ
名古屋市昭和区鶴舞町65
TEL 052－744-2782　FAX 052－744-2820

51
名古屋大学・岐阜大学で使用する電気（特別高圧）
Electricity “extra high voltage power service” to be used in
Nagoya University and Gifu University

一式 4年11月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学
Nagoya University
財務部経理第一課契約グループ
愛知県名古屋市千種区不老町
TEL 052-789-2084 FAX 052-789-5560

52
名古屋工業大学で使用する電気
Electricity to be used in Nagoya Institute of Technology

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人名古屋工業大学
Nagoya Institute of Technology
経理課用度係
愛知県名古屋市昭和区御器所町字木市29番
ＴＥＬ　052-735-5038　ＦＡＸ　052-735-5041

53
シリンジポンプ及び輸液ポンプ
Syringe pump and Volumetric pump

一式 4年7月下旬 4年3月11日 4年6月1日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522
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54
薬剤払出システム
Drug Dispensing System

一式 4年6月下旬 4年3月11日 4年5月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522

55
診療支援迅速検査システム
Ｒapid laboratory examination system for clinical support

一式 4年6月上旬 4年2月28日 4年4月21日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522

56
血管造影・血管内治療システム
Angiography　Endovascular Intervention System

一式 4年6月下旬 4年3月11日 4年5月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522

57
母子女性診療支援システム
Medical Support System for Obstetrics and Gynecology

一式 4年9月下旬 4年5月6日 4年7月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522

58
重症者支援システム
Critically Ill Patients Care System

一式 4年9月下旬 4年5月6日 4年7月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
Shiga University of Medical Science
病院経営戦略課病院調達係
滋賀県大津市瀬田月輪町
ＴＥＬ　077-548-2039　ＦＡＸ　077-548-2522

59

京都大学吉田地区及び病院地区で使用するガス
予定年間使用量5,841,000㎥
Gas to be used in Kyoto University Yoshida campus and
Hospital campus, The estimated gas the year 5,841,000㎥

一式 4年2月7日 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

60
海底地盤変動観測装置
Seabed geodetic station

一式 4年2月28日 無 4年1月21日 無
物品の製造

Manufacturing

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

61
医薬品　ラブリズマブ（遺伝子組換え、300mg3mL/瓶）
Ravulizumab （genetical  recombination ,300mg3mL/vial）

264瓶 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

62
医薬品　ラブリズマブ（遺伝子組換え、1100mg11mL/瓶）
Ravulizumab （genetical  recombination ,1100mg11mL/vial）

72瓶 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

63
京都大学宇治地区で使用する電気　契約電力　6,500ｋW
Electricity to be used in Kyoto University Uji campus
Electricity contract 6,500kW

一式 4年6月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2167　FAX 075-753-2192

64
京都大学桂地区で使用する電気　契約電力　5,000ｋW
Electricity to be used in Kyoto University Katsura campus
Electricity contract 5,000kW

一式 4年6月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2167　FAX 075-753-2192
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65
京都大学吉田地区で使用する電気　契約電力　14,440ｋW
Electricity to be used in Kyoto University Yoshida campus
Electricity contract 14,440kW

一式 4年11月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2167　FAX 075-753-2192

66
京都大学病院地区で使用する電気　契約電力　16,550ｋW
Electricity to be used in Kyoto University Hospital campus
Electricity contract 16,550kW

一式 4年11月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都府京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2167　FAX 075-753-2192

67
京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパスで使用する電気
Electricity to be used in Kyoto Institute of Technology
Matsugasaki campus

29,760,000kW
h

4年7月上旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人京都工芸繊維大学
Kyoto Institute of Technology
会計課調達係
京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町1番地
ＴＥＬ　075-724-7075　ＦＡＸ　075-724-7070

68
大阪大学吹田地区で使用するガス
Gas to be consumed at Osaka University Suita campus

一式 4年4月1日 無 4年1月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課一括供給係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6150-6233　FAX 06-6879-4019

69
大阪大学で使用する電気　吹田地区契約電力　36,000kW
Electricity to use at Osaka University Suita campus
Electricity contract 36,000kW

158,761,000k
Wh

4年4月26日 無 4年2月14日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課一括供給係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6150-6233　FAX 06-6879-4019

70
大阪大学で使用する電気　豊中地区契約電力　9,000kW
Electricity to use at Osaka University Toyonaka campus
Electricity contract 9,000kW

29,381,000kW
h

4年4月26日 無 4年2月14日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課一括供給係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL 06-6150-6233　FAX 06-6879-4019

71
電子線描画システム
Electron beam lithography system

一式 4年5月16日 無 4年3月16日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課政府調達係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL　06-6879-4006　FAX　06-6879-4019

72

津島地区で使用する電気
契約電力5,424kW
Electricity to be used in Okayama University Tsushima
Campus 5,424kW

20,712,000kWh 4年12月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人岡山大学
Okayama University
財務部契約課契約第一グループ
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
TEL 086-251-7164 FAX 086-251-7078

73
本部棟外建物清掃等作業
Building Cleaning Service of Administrative Center and
Others

一式 4年12月中旬 無 無 ○
役務の提供等
Services etc

国立大学法人岡山大学
OkayamaUniversity
財務部契約課契約第二グループ
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
ＴＥＬ　086-251-7046　ＦＡＸ　086-251-7078

74
先端機素表面・性能評価システム
Surface/performance evaluation system for advanced
machine elements

一式 4年6月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人岡山大学
Okayama University
財務部契約課契約第三グループ
岡山県岡山市北区津島中１－１－１
ＴＥＬ　086-251-7083　　ＦＡＸ　086-251-7078

75
イオン注入装置
Ion Implantation System

一式
4年3月8日 無 無 無

物品の販売
Selling

国立大学法人広島大学
HiroshimaUniversity
東広島地区運営支援部共通事務室
広島県東広島市鏡山1-3-2
TEL　070-5046-6131　FAX　082-424-6070
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76
徳島大学蔵本・南常三島団地他建物清掃等業務
Building cleaning services The University of Tokushima

一式 4年5月中旬 無 無 ○
役務の提供等
Services etc

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
施設マネジメント部施設企画課施設総務係
徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地
ＴＥＬ　088-656-7054　ＦＡＸ　088-656-7067

77
第８期情報基盤システム
Naruto University of Education's 8th period Information
Processing System

一式 4年5月中旬 3年11月1日 4年2月16日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人鳴門教育大学
NarutoUniversity of Education
総務部財務課契約係
徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地
TEL 088-687-6063 FAX 088-687-6079

78
九州大学伊都地区で使用する電気
Electricity to be used in Kyushu Univercity Ito campus

一式 4年3月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

79
九州地区国立大学法人等で使用する電気（高圧）
Electricity to be used in Kyushu region national univercity
corporation etc.(high tension power)

一式 4年3月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

80
九州大学伊都地区で使用するガス
Gas to be used in Kyushu University Ito campus

一式 4年6月上旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

81
イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工分析装置
Precise Sample Preparation and Analysis System
Combining Ion Beam and Electron Beam

一式 4年8月8日 4年4月18日 4年6月27日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

82
九州大学病院地区で使用するガス
Gas to be used in Kyushu University Hospital campus

一式 4年9月中旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

83
九州大学馬出地区で使用する電気
Electricity to be used in Kyushu Univercity Maidashi
campus

一式 4年11月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

84
九州大学病院（手術室、ICU区域等は除く）建物清掃
Cleaning service for the Kyushu University Hospital
building(except operating room and ICU area)

一式 4年12月上旬 無 無 ○
役務の提供等
Services etc

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

85
オナセムノゲン　アベパルボベク
Onasemnogene abeparvovec

1 5年1月中下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本１－７－１
TEL　095-819-7756　FAX　095-819-7216

86
長崎大学電力需給契約（文教2団地）
Computer System of Exchange for International Hibakusha’
s Medical Information

一式 4年10月下旬 無 4年8月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
管理運営部経理調達課第一調達班
長崎県長崎市文教町１－１４
ＴＥＬ　０９５－８１９－２０６６　ＦＡＸ　０９５－８１９－２０６３
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87
長崎大学坂本2団地都市ガス供給契約
Nagasaki University Sakamoto campus Ⅱ Town Gas Supply

一式 4年6月中旬 無 4年5月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
管理運営部経理調達課第二調達班
長崎県長崎市文教町１－１４
ＴＥＬ　０９５－８１９－２１６２　ＦＡＸ　０９５－８１９－２０６３

88
遠隔制御対応サブナノ解析用TEMシステム
Remotely controllable TEM system for sub-nano analysis

一式 4年4月中旬 無 4年3月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人熊本大学
Kumamoto University
財務部契約課本部担当
熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号
TEL 096-342-3178 FAX 096-342-3189

89
スポーツパフォーマンス診断処方システム
Assessment system for diagnosis and prescription of sports
performance

一式 4年7月上旬 4年4月上旬 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人鹿屋体育大学
National Institute of Fitness and Sports in KANOYA
経営戦略課会計室契約係
鹿児島県鹿屋市白水町1番地
TEL 0994-46-4843 FAX 0994-46-4371

90
オナセムノゲン　アベパルボベク
Onasemnogene abeparvovec

1回分 4年3月22日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第二係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1066　ＦＡＸ　098－895－1091

91
バイオマテリアル超高分解能質量分析システム
Ultra‑high‑resolution Mass Spectrometry System for
Biomaterials

一式 4年6月上旬 4年2月21日 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of Science and Technology
総務部会計課調達係
石川県能美市旭台1-1
TEL 0761-51-1118/FAX 0761-51-1115

92
北陸先端科学技術大学院大学で使用する電気
Electricity to be used in Japan Advanced Institute of
Science and Technology

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of Science and Technology
総務部会計課調達係
石川県能美市旭台1-1
TEL 0761-51-1118/FAX 0761-51-1115

93

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学で使用する電
気
Electricity to be used in Nara Institute of Science and
Technology

一式 4年6月中旬 無 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
Nara Institute of Sciense and Technology
管理部会計課調達係
Operational Affairs Department Finance Division Procurement Section
奈良県生駒市高山町8916-5
TEL 0743-72-5044　FAX 0743-72-5012
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。
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1
高速キャンパス情報ネットワークシステム
High-Speed Campus Information Network System

一式 4年6月上旬 無 4年2月1日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道教育大学
Hokkaido University of Educaition
事務局財務部経理課契約グループ
北海道札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号
ＴＥＬ　011-778-0314　ＦＡＸ　011-778-0642

2
情報基盤・キャンパスネットワークシステム
Information Infrastructure and Campus Network System

一式 4年12月6日 4年7月21日 4年9月30日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人室蘭工業大学
Muroran Institute of Technology
経理課調達係
北海道室蘭市水元町27番1号
ＴＥＬ　0143-46-5054　ＦＡＸ　0143-46-5040

3
キャンパス情報ネットワークシステム
Campus Information Network System

一式 4年6月上旬 4年1月17日 4年4月1日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課調達係
北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
ＴＥＬ　0166-68-2157　ＦＡＸ　0166-66-1300

4
全学基幹ネットワークシステム
Campus-wide backbone network System

一式 4年8月17日 4年2月21日 4年5月16日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

5
手術部門管理システム仮想サーバ基盤
Virtual server infrastructure for operating room
management system

一式 4年6月中旬 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

6
手術部門管理システムハードウェア
Complete set of hardware for operating room management
system

一式 4年7月上旬 無 4年4月中旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

7
筑波大学附属病院B棟(5階 ～11階）ネットワークシステム
Network System for University of Tsukuba Hospital Building
B(5th to 11th floors)

一式 4年4月11日 3年11月16日 4年1月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

8
学内ネットワークスイッチ
Campus network switch

一式 4年6月中旬 4年2月14日 4年4月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人埼玉大学
Saitama University
財務部経理課
埼玉県さいたま市桜区下大久保255
ＴＥＬ　048－858－3569　ＦＡＸ　048－858－3938

9
東京大学全学無線ＬＡＮ環境整備
University-wide Wi-Fi environment for The University of
Tokyo

一式 4年6月中旬 4年1月11日 4年4月1日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

10
機能強化棟医療情報ネットワークシステム
Functional enhancement building Medical information
network system

一式 4年4月中旬 3年1月4日 3年7月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

11
医療情報ネットワークシステム
Medical information network system

一式 4年10月中旬 4年3月28日 4年7月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課用度係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5110　ＦＡＸ　03-5803-0111

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)
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12
キャンパス情報ネットワークシステム
Campus information network system

一式 4年6月上旬 3年12月13日 4年3月28日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人富山大学
University of Toyama
財務部経理課契約チーム
富山県富山市五福3190番地
ＴＥＬ　076－445－6055　ＦＡＸ　076－445－6046

13
病棟無線ネットワークシステム
The Wireless Network System in Wards of the Hospital

一式 4年7月上旬 3年12月24日 4年3月10日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人金沢大学
Kanazawa　University
 病院部経営管理課調達管理係
石川県金沢市宝町13－１
TEL　076-265-2067　　FAX　076-234-4325

14
キャンパス統合情報ネットワークシステム
Campus Integrated Information Network System

一式 4年5月下旬 3年11月8日 4年3月22日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課文京契約担当
福井県福井市文京三丁目９－１
ＴＥＬ　0776-23-0500　ＦＡＸ　0776-27-8920

15
情報ネットワークシステム用サーバ
Server for information Network System

一式 4年4月1日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人三重大学
Mie University
財務部契約チーム備品・役務担当
三重県津市栗真町屋町1577
TEL 059-231-5320　FAX 059-231-5341

16
滋賀医科大学で使用する電気
Electricity to be used in Shiga University of Medical
Science

１式 4年6月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
会計課契約係
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL：077-548-2036　FAX：077-548-2046

17
次世代患者案内システム
Next Generation Patient Guide System

一式 4年3月11日 3年8月17日 3年10月11日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

18
学術情報ネットワークシステムスイッチ
Replacement of KUINS building switch and floor switch

一式 4年5月23日 4年1月11日 4年3月11日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2198

19
ＤＸ指向のデジタルキャンパスインフラ
DX-oriented degital campus infrastructure

一式 4年7月上旬 4年2月21日 4年4月28日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人大阪教育大学
Osaka Kyoiku University
総務部財務課契約係
大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1
TEL　072-978-3280　FAX　072-978-3264

20

Aキャンパス情報ネットワークシステム（支線）
Campus Information Network System（Wired access
network）
Bキャンパス情報ネットワークシステム（無線）
Campus Information Network System（Wireless access
network）

一式

一式
4年5月2日 3年12月3日 4年2月28日 無

物品の販売
Selling

国立大学法人広島大学
HiroshimaUniversity
東広島地区運営支援部共通事務室
広島県東広島市鏡山1-3-2
TEL　070-5665-4587　FAX　082-424-6070

21
電話交換機設備
Private Automatic Branch Exchange

一式 4年4月下旬 無 4年2月28日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人佐賀大学
Saga University
医学部事務部経営管理課用度（学部）主担当
佐賀県佐賀市鍋島５丁目１番１号
ＴＥＬ　0952-34-3122　ＦＡＸ　0952-34-3118

22
キャンパス情報ネットワークシステム
Campus Network System

一式 4年6月下旬 3年12月1日 4年3月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人佐賀大学
Saga University
財務部経理調達課
佐賀県佐賀市本庄町１
ＴＥＬ　0952-28-8197　ＦＡＸ　0952-28-8952

23
清武キャンパス電話交換設備
Telephone Exchange System in Kiyotake Campus

一式 4年5月11日 4年2月1日 4年3月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人宮崎大学
MiyazakiUniversity
財務b部経理調達課調達総括係
宮崎県宮崎市学園木花台西1－1
ＴＥＬ　0985－58－7574　ＦＡＸ　0895－58－2895
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24
キャンパス情報ネットワークシステム
The　Campus　information　network　system

一式 4年3月下旬 3年6月11日 4年1月17日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
財務部経理課契約第一係
沖縄県中頭郡西原町字千原１番地
ＴＥＬ　098－895－8414　ＦＡＸ　098－895－8052
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

国立大学法人／National University Corporation

コンピューター製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
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1
事務用パーソナルコンピュータ
Personal Computers for General Office Work

一式 4年11月上旬 4年6月中旬 4年9月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課契約管理担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4564 FAX 011-706-4789

2
言語教育用電子計算機システム
A Language Education Computer System

一式 4年12月21日 4年7月11日 4年10月11日 ○

物品の販売及び
役務の提供等

Selling and
Services etc.

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課物品契約担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4552 FAX 011-706-4789

3
高度情報教育用電子計算機システム
Computer Systems for Advanced Information Education

一式 4年5月下旬 2年10月16日 4年3月22日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
財務部契約課第2契約担当
青森県弘前市文京町1
ＴＥＬ　0172－39－3093　ＦＡＸ　0172－39－3055

4
スーパーコンピュータシステム
Super computer System

一式 4年4月21日 2年11月26日 3年3月22日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

5
スーパーコンピューティングシステム
Ｓｕｐｅｒcomputing System

一式 4年11月上旬 4年2月1日 4年5月中旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

6
次世代融合研究システム
 Supercomputer System

一式 4年8月8日 3年12月6日 4年4月14日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

7
秋田大学情報基盤システム
Akita University Information System

一式 4年9月上旬 3年9月6日 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人秋田大学
Akita University
経理・調達課調達担当
秋田県秋田市手形学園町１番１－１
TEL　018-889-314　FAX　018-889-3017

8
統合医療情報システム
Medical Information System

一式 4年9月下旬 4年5月下旬 4年8月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

9
ビッグメモリスーパコンピュータシステム（割賦購入）
Big memory supercomputer system

一式 4年2月7日 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
財務部契約課第三係
茨城県つくば市天王台１－１－１
ＴＥＬ　029－853－2171　ＦＡＸ　029－853－2332

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)
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10
全学計算機システム
Campus-wide coputer system

一式 4年3月28日 2年12月21日 4年1月6日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
財務部契約課第二係
茨城県つくば市天王台１－１－１
ＴＥＬ　029－853－2175　ＦＡＸ　029－853－2332

11
学術情報基盤システム
Academic Information Infrastructure Systems

一式 4年7月下旬 3年12月16日 4年4月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人群馬大学
Gunma University
群馬大学財務部経理課契約係
群馬県前橋市荒牧町4丁目2番地
TEL　027-220-7066　FAX　027-220-7078

12

データ活用社会創成プラットフォーム基盤システム運用保
守
Maintenance of the Data utilization society creation
platform system

一式 4年6月中旬 4年1月21日 4年3月22日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

13
全学セキュリティファイアウォール
University-wide Security firewall

一式 4年8月上旬 4年3月22日 4年6月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

14

「計算・データ・学習」融合スーパーコンピューシステム：次
世代データ・学習ノード群
Integrated Supercomputer System for Simulation, Data and
Learning: Next Generation Data/Learning Nodes

一式 4年8月中旬 4年2月14日 4年5月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

15
東京大学医科学研究所附属病院医療情報システム
Hospital Information System

一式 4年9月下旬 4年2月14日 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

16
臨床情報システム
Clinical Information System

一式 4年4月中旬 3年10月21日 4年1月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

17
キャンパス情報ネットワークシステム
Campus Information Network System

一式 4年2月15日 3年9月13日 3年12月10日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京藝術大学
Tokyo University of the Arts
戦略企画課契約係
東京都台東区上野公園12-8
TEL 050-5525-2053 FAX 03-5685-7761

18
芸術情報センターコンピュータシステム
Computer System of Art Media Center

一式 4年3月18日 3年10月22日 4年1月20日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京藝術大学
Tokyo University of the Arts
戦略企画課契約係
東京都台東区上野公園12-8
TEL 050-5525-2053 FAX 03-5685-7761

19
TSUBAME4.0スーパーコンピュータ
The TSUBAME4.0 Supercomputer

一式 4年7月下旬 3年9月27日 4年3月28日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東京工業大学
Tokyo Institute of Technology
財務部契約課大岡山第１契約グループ
東京都目黒区大岡山二丁目１２番１号
ＴＥＬ　０３－５７３４－２３５２　ＦＡＸ　０３－５７３４－３６７２

20
情報教育・研究用コンピュータシステム
Computer System for Education and Research

一式 4年8月上旬 4年2月16日 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人金沢大学
Kanazawa University
理工系事務部会計課調達係
石川県金沢市角間町
TEL　076-234-6846　FAX　076-234-6843
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21

静岡大学 研究・教育情報システム 及び 教育用パソコン教
室
Shizuoka University Research and Educational Information
Processing System & Educational Computers

一式 4年5月上旬 3年10月26日 4年1月4日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人静岡大学
Shizuoka University
財務施設部契約課契約第一係
静岡県静岡市駿河区大谷836
ＴＥＬ054-238-5165　ＦＡＸ054-238-5495

22

学術情報基盤システム及び学内ネットワーク機器一式（搬
入・据付・配線・調整・保守を含む）
Computer and Network System for Supporting Campus
wide Education and Research 1 Set

１式 4年5月中旬 無 4年3月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人滋賀医科大学
SHIGA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE
会計課契約係
滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL：077-548-2036　FAX：077-548-2046

23
教育用コンピュータシステム
Computer System for Information Education

一式 4年6月27日 3年12月21日 4年4月21日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2200

24
第9期大阪大学総合情報通信システム（ＯＤＩＮＳ）
9th deployment of Osaka Daigaku Information Network
System (ODINS)

一式 4年4月1日 3年3月26日 3年7月21日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課政府調達係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL　06-6879-4006　FAX　06-6879-4019

25
事務用ノートPC
Laptop PCs for General Office Work 一式 4年7月11日 無 4年4月21日 無

役務の提供等
Services etc

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課政府調達係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL　06-6879-4006　FAX　06-6879-4019

26
全国共同利用スーパーコンピューティングシステム
Super‑computing System for Nationwide　Shared Use

一式 4年12月6日 4年2月21日 4年7月21日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課政府調達係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL　06-6879-4006　FAX　06-6879-4019

27
研究用電子計算機システム
Research Institute for Economics and Business
Administration Information Processing System

一式 4年6月上旬 4年2月17日 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
財務部経理調達課経理調達グループ
兵庫県神戸市灘区六甲台町1番1号
Tel　078-803-5404　Fax　078-803-5386

28
キャンパス情報基盤システム
Campus Information Infrastructure System

一式 4年1月26日 2年8月26日 3年10月18日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
常三島事務部会計課調達係
徳島県徳島市南常三島町2-1
TEL 088-656-8802　FAX 088-656-8855

29
総合医療情報システム
Integrated Hospital Information System

一式 4年12月上旬 4年2月14日 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人香川大学
Kagawa University
医学部管理課用度第二係
香川県木田郡三木町池戸1750-1
ＴＥＬ　087-891-2028　ＦＡＸ　087-891-2035

30
教育用計算機ｼｽﾃﾑ
Computer System for Education

一式 4年10月3日 4年4月6日 4年7月26日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

31
スーパーコンピュータシステム
Supercomputer  System

一式 4年9月上旬 3年8月下旬 4年7月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376
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32
教務システム
Academic Information System of Kyushu Institute of
Technology

一式 4年11月上旬 4年6月上旬 4年8月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人九州工業大学
Kyushu Institute of Technology
会計課契約第一係
福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1
TEL　093-884-3029　FAX　093-884-3034

33
外来患者呼出システム
Outpatient calling system

一式 4年5月16日 無 4年2月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人佐賀大学
Saga University
医学部事務部経営管理課用度（病院）主担当
佐賀県佐賀市鍋島５丁目１番１号
ＴＥＬ　0952-34-3118　ＦＡＸ　0952-34-3118

34
病院情報ネットワークシステム
Hospital Information Network System

一式 4年3月1日 3年8月6日 3年11月1日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人熊本大学
Kumamoto University
病院事務部経理課
熊本県熊本市中央区本荘１丁目１番１号
Tel 096-373-5938 Fax 096-373-5959

35
病院情報管理システム
Integrated Hospital Information System

一式 4年9月下旬 4年1月11日 4年4月1日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人熊本大学
Kumamoto University
病院事務部経理課
熊本県熊本市中央区本荘１丁目１番１号
Tel 096-373-5938 Fax 096-373-5959

36
基盤情報システム
A Computer and communication system

一式 4年6月上旬 4年2月7日 4年4月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人大分大学
OitaUniversity
財務部経理課調達グループ
大分県大分市大字旦野原700番地
ＴＥＬ　097-554-7383　ＦＡＸ　097-554-7385

37
教育情報システム
An information system for education

一式 4年6月上旬 4年2月7日 4年4月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人大分大学
OitaUniversity
財務部経理課調達グループ
大分県大分市大字旦野原700番地
ＴＥＬ　097-554-7383　ＦＡＸ　097-554-7385

38
情報環境システム
Information Environment System

一式 4年7月中旬 4年1月21日 4年5月中旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
Japan Advanced Institute of Science and Technology
総務部会計課調達係
石川県能美市旭台1-1
TEL 0761-51-1118/FAX 0761-51-1115

39
全学情報環境システム
Information Enviroment System

一式 4年5月下旬 3年11月22日 4年3月11日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
Nara Institute of Science and Technology
管理部会計課契約係
Operational Affairs Department Finance Division Procurement Section
奈良県生駒市高山町8916-5
TEL 0743-72-5041　FAX 0743-72-5012
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

国立大学法人／National University Corporation

医療技術製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格

の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先
番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
治験製品原薬製造
（英語名未定）

一式 未定 無 未定 無
物品の製造

Manufacturing

国立大学法人北海道大学
HokkaidoUniversity
財務部調達課物品契約担当
北海道札幌市北区北8条西5丁目
TEL 011-706-4552 FAX 011-706-4789

2
集中治療部システム
Intensive Care Unit System

一式 4年4月上旬 2年1月16日 3年1月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

3
心臓カテーテル用検査装置
Cardiac Electrophysiological Study and Ablation System

一式 4年4月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

4
関節鏡システム
Arthroscopy System

一式 4年4月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

5
頭部手術顕微鏡
Neurosurgical Microscope System

一式 4年4月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

6
脳神経生理システム
Neurophysiological System

一式 4年8月下旬 3年12月22日 4年5月初旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

7
全身用X線CT装置システム
Whole Body X-ray Computed Tomography System

一式 4年9月初旬 3年6月7日 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課用度第一係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7401 FAX 011-706-7611

8

植込み型補助人工心臓システムHeartMate3又はこれと同
等のもの
Implantable Left Ventricular Assist System HeartMate3 or
its equivalent

三式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課医療材料係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7406　FAX 011-706-7611

9
植込み型補助人工心臓EVAHEART2又はこれと同等のもの
Implantable Left Ventricular Assist System EVAHEART2 or
its equivalent

一式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課医療材料係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7406　FAX 011-706-7611

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)
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10
Jarvik2000植込み型補助人工心臓システム又はこれと同等
のもの
Jarvik2000 Left Ventricular Assist System or its equivalent

一式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人北海道大学
Hokkaido University
北海道大学病院管理課医療材料係
北海道札幌市北区北14条西5丁目
TEL 011-706-7406　FAX 011-706-7611

11
超音波画像診断装置
Ultrasound diagnostic imaging equipment

一式 4年6月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課医薬品係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3071　ＦＡＸ　0166－65－1116

12
睡眠脳波システム
Sleep EEG system

一式 4年7月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第二係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3063　ＦＡＸ　0166－65－1116

13
内視鏡洗浄履歴管理システム
Endoscope cleaning history management system

一式 4年7月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第二係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3063　ＦＡＸ　0166－65－1116

14
脳神経外科手術用ナビゲーション装置
Navigation device for neurosurgery

一式 4年6月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第一係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3075　ＦＡＸ　0166－65－1116

15
手術室関連機器
Operating room related equipment

一式 4年6月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第一係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3075　ＦＡＸ　0166－65－1116

16
PET－CT装置
Positron Emission Tomography-CT　device

一式 4年8月上旬 無 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第一係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3075　ＦＡＸ　0166－65－1116

17
医療用器材等洗浄滅菌システム
Cleaning and sterilization system for medical instruments

一式 4年8月上旬 無 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課医療材料係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3067　ＦＡＸ　0166－65－1116

18
ICU部門システム
ICU department system

一式 4年8月上旬 無 4年6月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人旭川医科大学
Asahikawa Medical University
事務局会計課契約第二係
北海道旭川市緑が丘東2－1－1－1
ＴＥＬ　0166－69－3063　ＦＡＸ　0166－65－1116

19
内視鏡診断治療総合システム
Endoscopic integrated system for the diagnosis and
treatment

一式 4年4月6日 3年4月6日 4年1月4日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課調達担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5197　ＦＡＸ　0172－39－5191
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20
生体情報モニタ・生理検査データ管理システム
Patients Monitoring System / physiological test data
management system

一式 4年4月6日 3年4月6日 3年12月10日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課調達担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5197　ＦＡＸ　0172－39－5191

21
救命救急検査支援高精度診断システム
Emergency medical examination
support high-precision diagnosis system

一式 4年9月下旬 4年4月中旬 4年7月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課調達担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5197　ＦＡＸ　0172－39－5191

22
IVR・血管造影システム
Interventional radiology and digital subtraction
angiography system

一式 4年9月下旬 4年4月中旬 4年7月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課調達担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5197　ＦＡＸ　0172－39－5191

23
人工心肺装置
Cardiopulmonary bypass system 一式 4年9月下旬 4年4月中旬 4年7月上旬 無

役務の提供等
Services etc

国立大学法人弘前大学
Hirosaki University
医学部附属病院経理調達課役務担当
青森県弘前市本町53
ＴＥＬ　0172－39－5188　ＦＡＸ　0172－39－5191

24
脳神経生理検査管理システム
Neurophysiological Examination Management System

一式 4年3月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

25
総合呼吸機能検査システム
General Breathing Function Inspection System

一式 4年7月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

26
感覚機能検査システム
Sensory Function Inspection System

一式 4年7月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

27
超音波診断装置システム
Diagnostic Ultrasound System

一式 4年8月上旬 4年4月中旬 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

28
デジタルホルタ心電図検査システム
Digital halter electrocardiography system

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

29
脳波解析システム
Brain Waves Analysis System

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912
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30
筋電図・誘発電位・神経機能検査システム
Electromyography/Evoked potential /Neural function test
system

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

31
血圧脈波・空気容積脈波検査システム
Blood Pressure Pulse Wave/Air Volume Pulse Wave
Inspection System

一式 4年10月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

32
医療材料物流管理システム運営業務
Supply，Processing and Distribution System

一式 4年10月上旬 無 4年8月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人東北大学
Tohoku　University
財務部調達課調達第一係
宮城県仙台市青葉区片平二丁目1-1
TEL（022）217-4895　FAX(022)217-4912

33
超音波診断装置
Ultrasonic image diagnostic system

一式 4年4月中旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

34
人工心肺装置
Artifical Heart-Lung Machine 一式 4年4月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

35
眼科手術顕微鏡
Ophthalmic surgery microscope

一式 4年5月中旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

36
脳神経外科手術支援ナビゲーションシステム
Neurosurgical navigation system

一式 4年5月下旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

37
内視鏡手術システム
Endoscopic Surgery System

一式 4年6月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

38
脊椎脊髄手術ナビゲーション装置
Surgical navigation system for spinal surgery

一式 4年6月下旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

39
全身麻酔器
Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｎｅｓｔｈｅｓｉａ　Ｍａｃｈｉｎｅ

十一式 4年7月下旬 無 4年4月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250
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40
手術用顕微鏡システム外
Surgical Microscope etc

一式 4年8月中旬 無 4年5月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人秋田大学
Akita University
医学系研究科医学部調達課特定調達担当
秋田県秋田市本道１－１－１
TEL　018-884-6249　FAX　018-884-6250

41
放射線治療計画支援システム
Radiation Therapy Planning Support System

四式 4年2月21日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人山形大学
Yamagata University
飯田キャンパス事務部管理課調達担当
山形県山形市飯田西２－２－２
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

42
整形外科ナビゲーションシステム
Navigation system in orthopaedic surgery

一式 4年2月28日 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人山形大学
Yamagata University
飯田キャンパス事務部管理課調達担当
山形県山形市飯田西２－２－２
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

43
臨床検査機器システム
Clinical Laboratory Instrument System

一式 4年9月下旬 4年3月11日 4年6月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人山形大学
Yamagata University
飯田キャンパス事務部管理課調達担当
山形県山形市飯田西２－２－２
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

44
脳神経外科手術用ナビゲーションシステム
Surgical Navigation System

一式 4年10月上旬 4年3月22日 4年7月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人山形大学
Yamagata University
飯田キャンパス事務部管理課調達担当
山形県山形市飯田西２－２－２
TEL 023-628-5028 FAX 023-628-5044

45
汎用超音波画像診断装置（割賦購入）
General-purpose Ultrasound Diagnostic Imaging System
(installment purchase)

一式 4年3月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課契約管理係
茨城県つくば市天久保2丁目1番地1
ＴＥＬ　029－853－3544　ＦＡＸ　029－853－3589

46
GCU生体情報モニタリングシステム（割賦購入）
Patient monitoring system for Growing Care Unit
(installment purchase)

一式 4年3月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課契約管理係
茨城県つくば市天久保2丁目1番地1
ＴＥＬ　029－853－3544　ＦＡＸ　029－853－3589

47
放射線治療計画システム（割賦購入）
Radiation treatment planning system(installment purchase)

一式 4年2月14日 無 3年12月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

48
人工心肺装置（割賦購入）
Artificial Heart-Lung Machine(installment purchase)

一式 4年8月上旬 4年6月上旬 4年3月28日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

49
心臓超音波診断装置（割賦購入）
Cardiac Ultrasound Diagnostic System(installment
purchase）

一式 4年3月11日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589
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50
超音波画像診断装置（割賦購入）
Diagnostic Ultrasound Imaging System(installment
purchase）

一式 4年5月18日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

51
人工呼吸器（割賦購入）
Ventilator (installment purchase）

5式 4年5月18日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

52
新生児・小児用人工呼吸器（割賦購入）
Neonatal and Pediatric Ventilators (installment purchase） 6式 4年5月18日 無 無 無

物品の販売
Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

53
輸液（PCA）ポンプ（割賦購入）
The complete set of infusion pump for patient-controlled
analgesia(PCA)(installment purchase）

一式 4年5月27日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

54
高気圧酸素治療装置（割賦購入）
Hyperbaric oxygen therapy chamber (installment purchase）

一式 4年5月27日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

55
手術内視鏡システム（割賦購入）
Surgical Endoscopic System (installment purchase） 一式 4年5月中旬 無 無 無

物品の販売
Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

56
手術室映像配信システム（割賦購入）
Surgical Video Distribution System (installment purchase）

一式 4年5月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

57
超音波画像診断装置
Diagnostic Ultrasound Imaging System

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589

58
胚培養装置
Embryo Culture System

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3589

59
微生物分類同定分析装置
Microbial classification identification analyzer

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3901　ＦＡＸ　029-853-3589
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60
液状化細胞診標本作製装置
Liquefaction cytology specimen preparation system

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課運営管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3062　ＦＡＸ　029-853-3589

61
全自動PTPシート払出装置
Fully automatic PTP sheet payout system

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課契約管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3543　ＦＡＸ　029-853-3589

62

血液浄化療法部用生体情報モニタリングシステム(割賦購
入)
Patient Monitoring System for Department of Blood
Purification（installment purchase)

 一式 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課運営管理係
茨城県つくば市天久保2－1－1
ＴＥＬ　029-853-3539　ＦＡＸ　029-853-3589

63
エキシマレーザ血管形成装置
Excimer laser angioplasty syste

1式 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市春日一丁目8番3
ＴＥＬ　029-853-3063　ＦＡＸ　029-853-3589

64
内視鏡システム(割賦購入）
Endoscope system (installment purchase）

一式 4年4月6日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課運営管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3541　ＦＡＸ　029-853-3589

65

高度救命救急センター用生体情報モニタリングシステム（割
賦購入）
Patient Monitoring Systems for Advanced Emergency and
Critical Care Center (installment purchase)

一式 4年3月11日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3589

66
心臓カテーテル用検査装置（割賦購入）
Cardiac Catheterization Monitoring System (installment
purchase)

一式 4年3月16日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3063　ＦＡＸ　029-853-3589

67
磁気共鳴断層撮影システム(割賦購入)
Magnetic Resonance Imaging System（installment
purchase）

一式 4年8月下旬 4年5月2日 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3697　ＦＡＸ　029-853-3589

68
再生医療等製品　オナセムノゲン アベパルボベク（１患者
あたり）
Onasemnogene abeparvovec

一式 4年3月7日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人筑波大学
University of Tsukuba
病院総務部管理課維持管理係
茨城県つくば市天久保2-1-1
ＴＥＬ　029-853-3515　ＦＡＸ　029-853-3589

69
人工心肺装置
heart-lung machine

一式 4年7月上旬 4年1月7日 4年4月上旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人群馬大学
Gunma University
昭和地区事務部管理運営課用度係
群馬県前橋市昭和3-39-15
ＴＥＬ　027-220-7787　ＦＡＸ　027-220-7764
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70
超広角走査型レーザー検眼鏡
Ultra-Widefield Scanning laser Ophthalmoscope

一式 4年2月22日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人群馬大学
Gunma University
昭和地区事務部管理運営課用度係
群馬県前橋市昭和3-39-15
ＴＥＬ　027-220-7746　ＦＡＸ　027-220-764

71
定位放射線手術向け治療用放射線源
Sealed radioactive source for Stereotactic Radiosurgery
system

一式 4年2月14日 無 3年12月13日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

72
レクセルガンマナイフコバルト60線源交換作業
Package of Cobalt source exchange for Leksell Gamma
Knife (Cobalt-60)

一式 4年2月14日 無 3年12月13日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人　東京大学
The University of Tokyo
本部契約課
東京都文京区本郷7-3-1
ＴＥＬ　03-5841-2148　ＦＡＸ　03-5841-2115

73
中央材料部門統合管理システム
Integrated Management System for Central Sterile
Services Department

一式 4年5月下旬 3年11月22日 4年3月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

74
救命救急システム
Emergency medical system

一式 4年9月中旬 4年3月16日 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

75
集中治療支援システム
Intensive care medicine support system

一式 4年9月中旬 4年3月16日 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

76
高度先端手術支援システム
Advanced tip operating support system

一式 4年8月下旬 4年3月16日 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東京医科歯科大学
Tokyo Medical and Dental University
病院管理課新棟・再整備準備室調達･移転実施係
東京都文京区湯島1-5-45
ＴＥＬ　03-5803-5410　ＦＡＸ　03-5803-0111

77
Ｘ線デジタル画像診断治療システム
X-ray imaging systems for diagnostic angiography and
interventional radiology

一式 4年6月下旬 4年4月上旬 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

78
血液ガス分析装置
Blood gas testing system

一式 4年3月1日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

79
眼科用手術顕微鏡
Ophthalmic surgical microscopes

一式 4年2月21日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720
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80
眼科手術用デジタル顕微鏡
Digital microscopes for ophthalmic surgery

一式 4年3月7日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

81
アーム型X線CT診断装置
Arm type X-ray CT system

一式 4年4月1日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

82
電動リモートコントロールベッド
Motorized Remote Control Bed

一式 4年4月18日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

83
内視鏡診断・治療・業務支援システム賃貸借
Endoscopic system for the diagnosis, treatment and
management lease

一式 4年3月28日 無 無 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人新潟大学
Niigata University
医歯学総合病院管理運営契約係
新潟県新潟市中央区旭町通１番町754番地
ＴＥＬ　025-227-0970　ＦＡＸ　025-227-0720

84
リハビリテーション支援システム
Rehabilitation support system

一式 4年5月中旬 無 4年2月7日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人富山大学
University of Toyama
医薬系事務部部経理・調達課
富山市杉谷2630番地
ＴＥＬ　076－434－7053　ＦＡＸ　076－434－5118

85
X線骨密度測定装置
X-ray Bone Mineral Density Measurement Systems

一式 4年5月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課医学部契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8161

86
三次元動作解析システム
3D Motion Capture Analysis System

一式 4年5月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課医学部契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8161

87
超電導磁石式全身用MR装置(1)
Magnetic Resonance Diagnostic Imaging System

一式 4年9月上旬 4年4月下旬 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

88
超電導磁石式全身用MR装置(2)
Magnetic Resonance Diagnostic Imaging System

一式 4年9月上旬 4年4月下旬 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

89
X線骨密度測定装置
X-rays bone density measuring equipment

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176
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90
感染症･免疫検査システム
Infectious disease, immune inspection system

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

91
心電図検査システム
Examination of electrocardiography system

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

92
総合滅菌管理システム(システム2期)
General sterilization management system (system two
quarters)

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

93
全自動輸血検査システム
All automatic blood transfusion inspection systems

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

94
超高画素高速カメラ　10台
Ten super high pixel Highway cameras

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

95
大動脈バルーンポンプ　3台
Three aorta balloon pumps

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

96
汚染自動洗浄消毒システム
Sterilization system to pollute it, and to automatically wash

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

97
ナースコール機器
Nurse call apparatus

一式 4年9月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人福井大学
University of Fukui
財務部経理課病院契約担当
福井県吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３
ＴＥＬ　0776-61-3111　ＦＡＸ　0776-61-8176

98
注射薬自動払出システム
Auto Ampule Dispenser System

一式 4年8月下旬 4年4月下旬 4年7月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人山梨大学
University of Yamanashi
医学域事務部医学域管理課病院契約グループ
山梨県甲府市武田４-４-37
TEL　055-273-9224　FAX　055-273-6750

99
総合臨床検査システム
Automated Laboratory System for Sample Transportation
and Analysis

一式 4年4月下旬 3年6月1日 3年12月16日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人信州大学
［Shinshu University]
医学部附属病院経営管理課契約係
長野県松本市旭3-1-1
TEL0263-37-2745　FAX0263-37-3023
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100
血管造影システム
Angiography System

一式 4年7月中旬 3年10月21日 4年3月1日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人信州大学
［Shinshu University]
医学部附属病院経営管理課契約係
長野県松本市旭3-1-1
TEL0263-37-2745　FAX0263-37-3023

101
医療用画像保存サーバ
Storage server of medical image

一式 4年8月上旬 4年2月25日 4年5月16日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人信州大学
［Shinshu University]
医学部附属病院経営管理課契約係
長野県松本市旭3-1-1
TEL0263-37-2745　FAX0263-37-3023

102
放射線治療システム
Radiotherapy system

一式 4年5月中旬 3年12月1日 4年3月3日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学
Gifu University
管理部会計課契約第二係
岐阜県岐阜市柳戸1-1
ＴＥＬ　058-293-2484　ＦＡＸ　058-293-2662

103
マルチカラーレーザー光凝固装置
Multicolor Photocoagulation Laser System

一式 4年2月7日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

104
手術用顕微鏡システム
Surgical Microscopes System

一式 4年2月14日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

105
血管造影バイプレーンシステム
Angiography biplane system

一式 4年3月16日 3年10月1日 4年1月26日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

106
患者モニターシステム
Patient monitor system

一式 4年8月下旬 4年4月11日 4年7月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

107
放射線画像診断・治療システム
Radiation image diagnosis and treatment system

一式 4年9月下旬 4年4月1日 4年8月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人浜松医科大学
Hamamatsu University School of Medicine
病院経営支援課
静岡県浜松市東区半田山一丁目20番1号
TEL　053-435-2553　　FAX　053-435-2881

108
調剤システム
Dispensing system

一式 4年7月中旬予定 4年3月22日 4年6月上旬予定 無
物品の販売

Selling

国立大学法人東海国立大学機構
Tokai National Higher Education and Research System
名古屋大学医学部・医学系研究科経理課調達グループ
名古屋市昭和区鶴舞町65
TEL 052－744-2782　FAX 052－744-2820

109
手術周辺システム
Surgical Peripheral System

一式 4年8月中旬 4年2月21日 4年6月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人三重大学
Mie University
財務部契約チーム備品・役務担当
三重県津市栗真町屋町1577
TEL 059-231-5320　FAX 059-231-5341
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110
ICG蛍光観察装置
ICG fluorescence observer

一式 4年2月21日 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

111
色素レーザー装置
Dye laser system

一式 4年3月1日 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

112
高性能超音波診断装置
High-performance ultrasonic diagnostic systems

一式 4年3月1日 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

113
手術室システム（Ⅳ期）
Operating room system（Stage4）

一式 4年3月28日 3年9月27日 4年2月1日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

114
手術室支援システム
Operating room assist system

一式 4年4月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

115
手術室マネジメントシステム
Operating room management system

一式 4年4月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

116
臨床用微生物検査事前解析自動化システム
Microbiology laboratory full automation system

一式 4年5月23日 3年9月27日 4年3月28日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

117
電動式万能手術台
Electric universal operating table

一式 4年6月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

118
内視鏡洗浄装置
Endoscope reprocessor

一式 4年6月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

119
全身用Ｘ線ＣＴ検査装置
Whole body X-ray Computed tomography system

一式 4年6月13日 4年2月1日 4年4月18日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192
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120
自動免疫染色装置
Fully automated staining device

一式 4年6月下旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

121
手術室システム（Ⅴ期）
Operating room system（Stage5）

一式 4年9月上旬 3年9月27日 4年7月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

122
超音波診断装置
ultrasonic diagnostic system

一式 4年9月上旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人京都大学
Kyoto University
財務部経理課経理調達掛
京都市左京区吉田本町
TEL075-753-2167　FAX075-753-2192

123
高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ
Radiation Therapy Systems

一式 4年5月中旬 無 4年3月7日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
医学部附属病院管理課専門職員
大阪府吹田市山田丘2-15
TEL　06-6879-5118　FAX　06-6879-5145

124
全身用CT及びMR装置
Whole body computed tomography system and Whole body
magnetic resonance imaging system

一式 4年6月上旬 無 4年4月1日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
医学部附属病院管理課専門職員
大阪府吹田市山田丘2-15
TEL　06-6879-5118　FAX　06-6879-5145

125
三次元画像診断システム
Three-dimensional image diagnostic system

一式 4年6月27日 無 4年4月11日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人大阪大学
Osaka University
財務部契約課政府調達係
大阪府吹田市山田丘1-1
TEL　06-6879-4006　FAX　06-6879-4019

126
透析システム
Hemodialysis　sysytem

一式 4年5月上旬 3年11月11日 4年2月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
医学部管理課病院契約係
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号
TEL　078-382-5120　　FAX　078-382-5160

127
広画角デジタル眼撮影装置
Wide-Field　digital　imaging　system

一式 4年7月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
医学部管理課病院契約係
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号
TEL　078-382-5120　　FAX　078-382-5160

128

米国ソラテック社製　植込み型補助人工心臓HeartMateⅡ
PC 又はこれと同等のもの
U.S. Thoratec,Inc. Implantable Left Ventricular Assist
 System HeartMateⅡPC or its equivalent

一式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
医学部管理課物流管理係
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号
ＴＥＬ　078-382-5125　ＦＡＸ　078-382-5129

129

米国ソラテック社製　植込み型補助人工心臓HeartMate3
又はこれと同等のもの
U.S. Thoratec,Inc. Implantable Left Ventricular Assist
 System HeartMate3 or its equivalent

一式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
医学部管理課物流管理係
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号
ＴＥＬ　078-382-5125　ＦＡＸ　078-382-5129
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130

米国JarvikHeart社製　Jarvik2000植込み型補助人工心臓
システム又はこれと同等のもの
U.S. Jarvik Heart,Inc. Jarvik2000 Implantable Left
Ventricular Assist System or its equivalent

一式 5年1月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人神戸大学
KOBE University
医学部管理課物流管理係
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番1号
ＴＥＬ　078-382-5125　ＦＡＸ　078-382-5129

131
3テスラ磁気共鳴診断装置
3 Tesla Magnetic Resonance Imaging

一式 4年3月28日 3年11月1日 4年2月1日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人鳥取大学
Tottori University
米子地区事務部　経理・調達課 病院物流係
鳥取県米子市西町36-1
TEL　0859-38-7068　　FAX　0859-38-7069

132
病棟モニタリングシステム
Ward monitoring system

一式 4年7月下旬 4年3月22日 4年6月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人島根大学
Shimane University
医学部会計課契約第二係
島根県出雲市塩冶町89-1
TEL 0853-20-2043　FAX 0853-20-2029

133
X線撮影システム
X-ray imaging system

一式 4年5月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人岡山大学岡山大学病院
Okayama University　Hospital
経営・管理課調達グループ政府調達担当
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL　086-235-7540 FAX 086-235-7633

134 Ｘ線画像診断治療システム
X-ray diagnostic imaging therapy system

一式 4年7月中旬 4年3月下旬 4年6月上旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人岡山大学岡山大学病院
Okayama University　Hospital
経営・管理課調達グループ政府調達担当
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL　086-235-7540 FAX 086-235-7633

135 耳鼻咽喉科内視鏡システム
Ophthalmology Endoscope System

一式 4年7月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人岡山大学岡山大学病院
Okayama University　Hospital
経営・管理課調達グループ政府調達担当
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL　086-235-7540 FAX 086-235-7633

136
高精度放射線治療システム
High precision radiation therapy system

一式 4年5月上旬 3年11月8日 4年2月14日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人山口大学
Yamaguchi University
医学部管理運営課契約管理係
山口県宇部市南小串１－１－１
ＴＥＬ　０８３６－２２－２０３１　ＦＡＸ　０８３６－２２－２０３９

137
検体搬送システム
Specimen transport systems

一式 4年6月下旬 4年2月21日 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人山口大学
Yamaguchi University
医学部管理運営課契約管理係
山口県宇部市南小串１－１－１
ＴＥＬ　０８３６－２２－２０３１　ＦＡＸ　０８３６－２２－２０３９

138

A　ヌシネルセンナトリウム髄注12mg　2箱
B　サトラリズマブ（遺伝子組換え）　120mg　42筒
A　Nusinersen Sodium Intrathecal Injection 12mg 2 cases
B　Satralizumab (Genetical Recombination) (120mg
1mL/1cylinder) 42 cylinder

一式 4年2月28日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

139
免疫血清検査システム
A system for Immunological examination

一式 4年6月下旬 無 4年4月18日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046
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140
ガンマカメラシステム
Gamma camera system

一式 4年6月下旬 無 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

141
滅菌システム
Sterilization system

一式 4年7月中旬 無 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

142
注射薬自動払出システム
Automatic Dispensing System for Injection

一式 4年8月上旬 無 4年5月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

143
頭部血管撮影システム
Head angiography system

一式 4年8月下旬 4年4月18日 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

144
高度外科手術システム
Advanced surgical operation system

一式 4年9月上旬 4年5月上旬 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人徳島大学
Tokushima University
病院事務部経理調達課調達係
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
TEL 088-633-9559　FAX 088-633-7046

145
脳血管、腫瘍診断治療システム
Cerebrovascular and tumor diagnosis and treatment
System

一式 4年7月1日 4年2月16日 4年5月16日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人香川大学
Kagawa University
医学部管理課用度第二係
香川県木田郡三木町池戸1750-1
ＴＥＬ　087-891-2028　ＦＡＸ　087-891-2035

146
高性能機能画像診断システム
High Performance Diagnosis System of Functional Image

一式 4年5月下旬 4年1月26日 4年4月上旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人愛媛大学
EhimeUniversity
医学部経営管理課調達第二チーム
愛媛県東温市志津川
ＴＥＬ　089-960-5214　ＦＡＸ　089-960-5132

147
手術室内視鏡システム
Endoscope system for operating room

一式 4年6月中旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

148
高精度画像診断システム
A set of high-precision imaging system

一式 4年7月中旬 4年3月中旬 4年5月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

149
高精度手術総合支援システム
Comprehensive highly precise surgery support system

一式 4年8月初旬 4年4月上旬 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376
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150
高度診断・治療システム
Advanced diagnosis and treatment system

一式 4年8月初旬 4年4月上旬 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

151
検体検査・総合血液検査システム
An automation system for clinical laboratory tests
and Integrated hematological testing system

一式 4年8月初旬 4年4月上旬 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

152
病理検査迅速化システム
A set of rapid pathological examination system

一式 4年8月初旬 4年4月上旬 4年6月中旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人九州大学
Kyushu University
財務部調達課
福岡県福岡市西区元岡７４４
TEL 092-802-2363 FAX 092-802-2376

153
高精度放射線治療システム
High precision radiotherapy system

一式 4年2月18日 無 4年1月4日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人佐賀大学
Saga University
医学部事務部経営管理課用度（病院）主担当
佐賀県佐賀市鍋島５丁目１番１号
ＴＥＬ　0952-34-3118　ＦＡＸ　0952-34-3118

154
PET−CT装置
Positron Emission Tomography-CT scanner system

一式 4年2月1日 3年7月1日 3年10月18日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL　095-819-7218　FAX　095-819-7216

155
生体情報モニタリングシステム
Biological information monitoring system

一式 4年4月上旬 3年8月16日 4年1月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL　095-819-7218　FAX　095-819-7216

156
IVRシステム
Interventional Radiology Systems

一式 4年7月下旬 3年12月21日 4年4月下旬 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL　095-819-7218　FAX　095-819-7216

157
植込み型補助人工心臓HeartMate3又はこれと同等のもの
Implantable Left Ventricular Assist System HeartMate3 or
its equivalent

3 5年1月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本１－７－１
TEL　095-819-7756　FAX　095-819-7216

158
INEトランスデューサーアレイ
INE Transducer Array

1560 5年1月中下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人長崎大学
Nagasaki University
病院事務部経営管理課
長崎県長崎市坂本１－７－１
TEL　095-819-7756　FAX　095-819-7216

159
移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置
Mobile C-arm system

一式 4年2月21日 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人宮崎大学
MiyazakiUniversity
財務b部経理調達課調達総括係
宮崎県宮崎市学園木花台西1－1
ＴＥＬ　0985－58－7574　ＦＡＸ　0895－58－2895
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be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

160
高精度放射線治療システム
A set High-Precision Linear Accelerator Radiotherapy
system

一式 4年2月14日 3年10月21日 3年12月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人宮崎大学
MiyazakiUniversity
財務b部経理調達課調達総括係
宮崎県宮崎市学園木花台西1－1
ＴＥＬ　0985－58－7574　ＦＡＸ　0895－58－2895

161
循環器血管造影治療装置システム
A set Cardiovascular interventional X-ray fluoroscopy and
radiography system

一式 4年2月21日 3年10月11日 3年12月21日 無
物品の販売

Selling

国立大学法人宮崎大学
MiyazakiUniversity
財務b部経理調達課調達総括係
宮崎県宮崎市学園木花台西1－1
ＴＥＬ　0985－58－7574　ＦＡＸ　0895－58－2895

162
遺伝子解析システム
Genetic analyzing system and analyzer

一式 4年4月上旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第一係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1063　ＦＡＸ　098－895－1091

163
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
Cardiovascular interventional digital angiography system

一式 4年6月中旬 4年2月14日 4年4月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第一係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1063　ＦＡＸ　098－895－1091

164
全身麻酔システム
Anesthetic and patient monitoring system

一式 4年4月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第一係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1063　ＦＡＸ　098－895－1091

165
救急・手術・重症系部門システム
Emergency/Surgical/Intensive Care Unit （Clinical
Information）System

一式 4年4月上旬 3年11月22日 4年2月7日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第一係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1063　ＦＡＸ　098－895－1091

166
手術用顕微鏡システム
Surgical microscope equipped with 4K3D visualization
system

一式 4年8月中旬 4年1月26日 4年5月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課調達第二係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1066　ＦＡＸ　098－895－1091

167
一般撮影室FPD及びＸ線システム
Digital X-Ray Radiography System

一式 4年4月上旬 3年12月13日 4年2月16日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス事務部管理課研究支援第一係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1065　ＦＡＸ　098－895－1091

168
生体情報モニター　一式
（Patient Monitor 1 Set）

13式 4年7月中旬 4年3月8日 4年6月24日 無
役務の提供等
Services etc

国立大学法人琉球大学
University of the Ryukyus
上原キャンパス 事務部 管理課 研究支援第二係
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
ＴＥＬ　098－895－1060　ＦＡＸ　098－895－1091
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

物品及びサービス一般
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
核融合科学研究所で使用する電気　実験ゾーン
Electricity to be used in National Instisute for Fusion
Science Experiment zone

37,093,800kwh 4年4月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
National Institutes of Natural Sciences
核融合科学研究所管理部財務課調達係
岐阜県土岐市下石町322-6
TEL 0572-58-2038   FAX 0572-58-2604

2
核融合科学研究所で使用する都市ガス
City Gas to be consumed at National institute for Fusion
Science

5,590,000㎥ 4年4月中旬 無 無 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
National Institutes of Natural Sciences
核融合科学研究所管理部財務課調達係
岐阜県土岐市下石町322-6
TEL 0572-58-2038   FAX 0572-58-2604

3
無冷媒希釈冷凍機システム
Cryogen-free Dilution Refrigerator System

一式 4年4月21日 無 4年3月11日 無
物品の販売

Selling

高エネルギー加速器研究機構
Ｈｉｇｈ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
財務部契約課契約第一係
茨城県つくば市大穂1-1
TEL　029-864-5164　FAX　029-864-1410

4
生体分子構造解析クライオ透過型電子顕微鏡システム
Cryo-Transmission Electron Microscope System for
StructuralAnalysis of Biological Macromolecules

一式 4年6月中旬 無 4年4月中旬 無
物品の販売

Selling

高エネルギー加速器研究機構
Ｈｉｇｈ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
財務部契約課契約第二係
茨城県つくば市大穂1-1
TEL　029-864-5166　FAX　029-864-1410

5
立川キャンパスで使用する電気
Electricity to be used in Tachikawa campus

一式 4年9月下旬 無 無 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立極地研究所
Research Organization of Information and Systems
National Institute of Polar Research
立川共通事務部経理課極地研契約係
東京都立川市緑町10-3
ＴＥＬ　042-512-0620　ＦＡＸ　042-528-3149

6
南極昭和基地夏期隊員宿舎部材
Antarctica Syowa Station Summer lodging facility materials

一式 4年6月下旬 4年4月下旬 4年5月下旬 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立極地研究所
Research Organization of Information and Systems
National Institute of Polar Research
立川共通事務部経理課極地研契約係
東京都立川市緑町10-3
ＴＥＬ　042-512-0620　ＦＡＸ　042-528-3149

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

大学共同利用機関法人／Inter-Universitr Research Institute Corporation
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7
国立情報学研究所 所内情報環境整備運用管理業務
Management and operation of the internal information
environment for the National Institute of Informatics

一式 4年6月下旬 4年2月14日 4年4月中旬 無
役務の提供等
Services etc

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立情報学研究所
Research Organization of Information and Systems
National Institute of Informatics
総務部会計課調達チーム
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
ＴＥＬ　03-4212-2070　ＦＡＸ　03-4212-2085

38 / 49 ページ



１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

電気通信製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
KEKセキュアネットワークシステム
KEK Secure Network System

一式 4年11月上旬 4年5月中旬 4年8月下旬 無
役務の提供等
Services etc

高エネルギー加速器研究機構
Ｈｉｇｈ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
財務部契約課契約第五係
茨城県つくば市大穂1-1
TEL　029-864-5148　FAX　029-864-1410

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

大学共同利用機関法人／Inter-Universitr Research Institute Corporation
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

コンピューター製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
高性能分子シミュレータ
High Performance Molecular Simulator

一式 4年3月7日 3年1月12日 3年10月21日 無
役務の提供等
Services etc

〒444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中38番地
自然科学研究機構岡崎統合事務センター財務部調達課
National Institutes of Natural Sciences
課長 二村浩臣
専門職員 岸上悟
ＴＥＬ:0564-55-7152　ＦＡＸ:0564-55-7149
E-MAIL: seicho@orion.ac.jp

2
事務処理計算機システム
ｃｏｍｐｕｔｅｒ sｙｓｔｅｍ for administration

一式 4年3月11日 無 3年10月26日 無
役務の提供等
Services etc

高エネルギー加速器研究機構
Ｈｉｇｈ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ
財務部契約課総括契約係
茨城県つくば市大穂1-1
TEL　029-864-5153　FAX　029-864-1410

3
SINET対外攻撃監視機器
Cyber Attack Detection System (SINET External)

一式 4年8月中旬 4年2月28日 4年6月下旬 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立情報学研究所
Research Organization of Information and Systems
National Institute of Informatics
総務部会計課調達チーム
東京都千代田区一ツ橋2-1-2
ＴＥＬ　03-4212-2070　ＦＡＸ　03-4212-2085

4
統計科学スーパーコンピュータシステム
Supercomputer System for Statistical Science

一式 4年10月 4年1月21日 4年5月 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人情報･システム研究機構　統計数理研究所
Research Organization of Information and Systems
The Institute of Statistical Mathematics
立川共通事務部経理課統数研契約係
東京都立川市緑町10-3
ＴＥＬ　042-512-0907　ＦＡＸ　042-528-3149

5
データ同化スーパーコンピュータ
Supercomputer System for Data Assimilation

一式 4年8月 4年2月21日 4年4月 無
物品の販売

Selling

大学共同利用機関法人情報･システム研究機構　統計数理研究所
Research Organization of Information and Systems
The Institute of Statistical Mathematics
立川共通事務部経理課統数研契約係
東京都立川市緑町10-3
ＴＥＬ　042-512-0907　ＦＡＸ　042-528-3149

6
大容量アーカイブストレージシステム
Large capacity archiving storage system

一式 4年5月中旬 3年10月28日 4年2月15日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所
Research Organization of Information and Systems
National Institute of Genetics
管理部財務課調達係
静岡県三島市谷田1111
ＴＥＬ　055-981-6730　ＦＡＸ　055-981-6734

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

大学共同利用機関法人／Inter-Universitr Research Institute Corporation
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

物品及びサービス一般
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格

の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先
番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
大学入学共通テスト出願受付等業務　一式
Accepting application forms and inputting the data for The
Common Test for University Admission

一式 4年3月16日 無 4年1月21日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人大学入試センター
National Center for University Entrance Examinations
総務部財務課契約調達係
東京都目黒区駒場2丁目19番23号
TEL 03－5478－1225 FAX 03－5478－1291

2
デジタル複合機の賃貸借、保守及び消耗品の供給
Electronic Copying　Machines　(Including machine
maintenance and　delivery of consumables)

一式 4年2月22日 無 無 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人国立青少年教育振興機構
National Institution for Youth Education
財務部財務課調達管理室調達係
東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL　03-6407-7663　FAX　03-6407-7649

3
国立オリンピック記念青少年総合センターで使用する電気
Electricity to be use at Olympics Memorial Youth Center

9,248,694kWh 4年11月下旬 無 無 ○
物品の販売

Selling

独立行政法人国立青少年教育振興機構
National Institution for Youth Education
財務部財務課調達管理室調達係
東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL　03-6407-7663　FAX　03-6407-7649

4

災害共済給付オンライン請求システムの刷新に係る調達仕
様書等作成及び工程管理支援業務
Creation of procurement specifications and process
control support for Renewal of Equipment for The Injury
and Accident Mutual Aid Benefit Online Request System

一式 4年4月下旬 無 4年2月4日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

5
ハイパフォーマンススポーツセンターで使用する電気の調
達
Electricity to be used in High Performance sport center

一式 4年7月上旬 無 4年4月中旬 無
物品の販売

Selling

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

6
国立競技場で使用する電気一式
Electricity to be used in the Japan National Stadium

一式 4年7月上旬 無 4年4月中旬 無
物品の販売

Selling

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

7
ハイパフォーマンススポーツセンターで使用するガスの調達
Gas to be used in High Performance sport center

一式 4年11月下旬 無 4年9月下旬 無
物品の販売

Selling

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

8
高専統一業務システム用ハウジング
Housing Service for Unified Business Systems for National
Institute of Technology

一式 4年1月17日 無 3年9月1日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人国立高等専門学校機構
National Institute of Technology
財務課契約係
東京都八王子市東浅川町701-2
TEL 042-662-3137 　FAX 042-662-3138

9

長岡技術科学大学・国立高等専門学校統合図書館システ
ム
Nagaoka University of Technology / Colleges of National
Institute of Technology Integrated Library System

一式 4年4月上旬 3年11月15日 4年1月25日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人国立高等専門学校機構
National Institute of Technology
財務課契約係
東京都八王子市東浅川町701-2
TEL 042-662-3137 　FAX 042-662-3138

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

独立行政法人／Independent Administrative Institutions
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入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

10

GHz帯電磁材料・伝送特性測定及び解析設備
Measurement and analysis equipment of electromagnetic
material and transmission characteristic at GHz band
System

一式 4年7月中旬 4年2月21日 4年5月下旬 無
物品の販売

Selling

独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校
National Institute of Technology, Nagano College
総務課財務係
長野県長野市大字徳間716
TEL 026-295-7002 　FAX 026-295-4356

11
電界放出形走査電子顕微鏡
Field Emission Scanning Electron Microscope

一式 4年7月中旬 4年5月中旬 4年6月中旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

独立行政法人国立高等専門学校機構東京工業高等専門学校
National Institute of Technology ,Tokyo College
総務課用度係
東京都八王子市椚田町1220－2
TEL　042-668-5123　FAX　042-668-5090

12

遠隔操作可能な金属・無機・有機・生物試料用ナノスケール
加工・観察・分析システム
Remotely Operated Nanoscale Processing, Observation,
and Analysis System for Metallic, Inorganic, Organic, and
Biological Samples

一式 4年7月下旬 4年4月上旬 4年6月上旬 無
物品の販売

Selling

独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校
National Institute of Technology, Suzuka College
総務課財務・調達係
三重県鈴鹿市白子町
ＴＥＬ　059-368-1720　ＦＡＸ　059-387-0338
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

電気通信製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1

国立オリンピック記念青少年総合センターWi-Fiネットワーク
環境導入及び整備
The National Olympics Memorial Youth Center Wi-Fi
network build and maintenance

一式 4年6月下旬 4年3月1日 4年4月下旬 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人国立青少年教育振興機構
National Institution for Youth Education
財務部財務課調達管理室調達係
東京都渋谷区代々木神園町3-1
TEL　03-6407-7663　FAX　03-6407-7649

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

独立行政法人／Independent Administrative Institutions
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

コンピューター製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
情報システム
Imformation providing System

一式 4年6月20日 無 4年3月7日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人教職員支援機構
National Institute for School Teachers and Staff Development
本部事務局財務課調達係
茨城県つくば市立原3番地
TEL 029-879-6641 FAX 029-879-6628

2
試験情報システム改修業務及び運用支援業務
Renovation of the test information system business and
operation support businesss

一式 4年4月18日 無 3年11月16日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人大学入試センター
National Center for University Entrance Examinations
総務部財務課契約調達係
東京都目黒区駒場2丁目19番23号
TEL 03－5478－1225 FAX 03－5478－1291

3

大学入学共通テストに係る電子出願システム開発・構築業
務　一式
Development and construction of electronic patent
application system for The Common Test for University
Admission

一式 4年7月13日 3年11月11日 4年4月11日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人大学入試センター
National Center for University Entrance Examinations
総務部財務課契約調達係
東京都目黒区駒場2丁目19番23号
TEL 03－5478－1225 FAX 03－5478－1291

4
パーソナルコンピュータ賃貸借の調達
Personal computer lease

一式 4年5月上旬 無 4年3月8日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

5
次期スポーツくじ販売払戻システムの構築及び運用保守
Construction and operation maintenance of the next sports
lottery sales and refund system

一式 4年12月中旬 無 4年7月下旬 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本スポーツ振興センター
JAPAN SPORT COUNCIL
財務部調達管財課
東京都港区北青山2-8-35
ＴＥＬ　03-5410-9140　ＦＡＸ　03-5410-9146

6

独立行政法人日本学術振興会電子申請システム用サーバ
ハウジング
A server and housing 1set for the Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS) electronic application system

 一式 4年8月下旬 4年3月23日 4年6月下旬 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本学術振興会
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
総務部会計課契約・管理係
東京都千代田区麹町５－３－１
ＴＥＬ　０３－３２６３－５１９２　ＦＡＸ　０３－３２３７－８２３８

7
業務端末等に係るヘルプデスク及び構成管理等業務委託
Computer help desk services and configuration
management

一式 令和4年8月上旬 無 3年12月2日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本学生支援機構
Japan Student Services Organization
財務部経理課契約係
東京都新宿区市谷本村町10-7
ＴＥＬ　03-6743-6022　ＦＡＸ　03-6743-6664

8

奨学金の申込・推薦等の業務見直しに係る
システム構築及び奨学金業務システム（JSAS）の改修
Software development and conversion of JASSO
Scholarship Application System
owing to reviewing scholarship application and
recommendation processes

一式 令和4年4月中旬 無 4年2月25日 無
役務の提供等
Services etc

独立行政法人日本学生支援機構
Japan Student Services Organization
財務部経理課契約係
東京都新宿区市谷本村町10-7
ＴＥＬ　03-6743-6022　ＦＡＸ　03-6743-6664

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

独立行政法人／Independent Administrative Institutions
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

物品及びサービス一般
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
強磁場低温物性自動遠隔測定システム
Automatic Remote Measurement System for Physical
Properties in High Magnetic Field and Low Temperature

一式 4年3月下旬 無 4年1月13日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人物質・材料研究機構
National Institute for Materials Science
総務部門調達室
茨城県つくば市千現1-2-1
TEL 029-859-2392　FAX 029-859-2092

2

光量子科学研究施設用実験・計測装置（量子ビーム応用
研究施設）（仮）
Experimental and maseurement equipment for advanced
photon research(Quantum beam science research facility)
1set

一式 4年4月中旬 無 無 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
本部財務部契約課
千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号
ＴＥＬ　043-382-8045　ＦＡＸ　043-251-7979

3
次世代放射光施設のRIXSエンドステーションの製作
Manufacturing of RIXS end stations for Advanced
Synchrotron Light Source

一式 4年2月15日 無 3年12月28日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
本部財務部契約課
千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号
ＴＥＬ　043-382-8045　ＦＡＸ　043-251-7979

4
ITERマイクロフィッションチェンバーの真空導入端子の製作
Manufacture of vacuum feedthrough for ITER micro fission
chamber

一式 5年1月上旬 無 4年9月下旬 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

5
ITER NB高電圧電源　直流発生器高圧部変圧器の製作
ITER NB High Voltage Power Supply, Manufacturing of High
voltage transformer of DC generator

一式 4年10月上旬 無 4年7月上旬 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

6

ITERブランケット遠隔保守システムの湿潤環境適合に関す
る最終設計作業及び試作試験
Final Design and prototype test of ITER Blanket Remote
Handling System considering conformity to humid
atmosphere

一式 4年8月中旬 無 4年5月下旬 無

役務の提供等及び
物品の製造

Services etc or
Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

7
JT-60SA計測装置の製作と組立
Manufacture and assembly of JT-60SA diagnostic systems

一式 4年8月中旬 無 4年6月上旬 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

8
JT-60SA容器内センサの製作
Manufacturing of JT-60SA in-vessel sensors

一式 4年5月下旬 無 3年12月20日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7906　ＦＡＸ　029-270-7293

9
JT-60SA容器内冷却水母管の製作
Manufacture of JT-60SA in-vessel cooling water
manifolds

一式 4年5月下旬 無 3年12月20日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7235　ＦＡＸ　029-270-7293

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

国立研究開発法人／National Research and Development Agency
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入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

10
容器内コイル電源用負荷側ケーブルの整備
Installation of power cables from in-vessel coil power
supplies to loads

一式 4年10月下旬 無 4年8月上旬 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

11
リチウム純化系実証試験装置の製作
Manufacturing of Lithium Purification Validation Apparatus

一式 4年3月下旬 無 4年1月17日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
本部財務部契約課
千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号
ＴＥＬ　043-382-8045　ＦＡＸ　043-251-7979

12

放射性物質分析・研究施設第１棟処理水分析用装置の購
入
Analysis Instruments for Treated Water at Materials
Analysis and Research Facility Laboratory-1

一式 4年3月10日 無 3年12月24日 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1370-7659

13
LWTF地下タンク貯蔵所の製作
Production of underground storage tank for LWTF

一式 4年4月1日 無 4年1月11日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1370-7660

14
使用済容器用遮蔽容器の製作
Fabrication of shielding container for used mercury target
vessel

一式 4年5月中旬 無 4年3月22日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1370-7661

15
MLFパワーマニピュレータ制御盤の整備
Replacement of MLF Power manipulator control panel

一式 4年4月上旬 無 4年3月14日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1370-7659

16
TVF冷却塔の購入
Purchase and installation of a cooling tower for the Tokai
Vitrification Facility

一式 4年3月16日 無 4年1月11日 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1407-4775

17

「常陽」BDBA用仮設放水用消防ポンプ及び運搬車両等の
購入
Purchase of the JOYO temporary water discharge fire
pumps and transport vehicles for Beyond Design Basis
Accident

一式 4年5月中旬 無 4年3月28日 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1407-4775

18
質量分析装置の購入
Purchase of mass spectrometer

一式 4年3月1日 無 4年1月12日 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1509-3894

19
令和4年度重油（１種１号）売買単価契約（第2四半期）
FUEL Oil（JIS（K2205）class　1、No.1） 2nd contract

一式 4年1月14日 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1407-4775

20
令和4年度重油（１種１号）売買単価契約（第3四半期）
FUEL Oil（JIS（K2205）class　1、No.1） 3rd contract

一式 4年1月14日 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1407-4775
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入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

21
令和4年度重油（１種１号）売買単価契約（第4四半期）
FUEL Oil（JIS（K2205）class　1、No.1） 4th contract

一式 4年1月14日 無 無 ○
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1407-4775

22
水銀ターゲット容器17号機の製作
Fabrication of 17th mercury target vessel

一式 4年4月下旬 無 4年3月23日 ○
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 080-4627-3501
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

電気通信製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
J-PARC加速器制御系ネットワーク加速器上流部更新整備
Replacement of control system network for upstream part
of J-PARC accelerator

一式 4年5月中旬 無 4年3月17日 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 070-1509-3894

2
J-PARC基幹ネットワークシステム賃貸借
J-PARC Network System

一式 4年5月下旬 3年8月17日 4年3月8日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 080-9194-2487

3
内線電話システムの借用
Lease of extension telephone system

一式 4年7月中旬 無 4年1月12日 無

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 080-9194-2487

4
緊急時対策支援システム（ERSS）データ伝送系統の製作
Manufacturing of Emergency Response

一式 4年3月24日 無 4年1月19日 無
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 080-9194-2487

5
機構メールシステム賃貸借契約
Lease of JAEA mail system

一式 4年4月上旬 無 4年2月7日 ○

物品の製造又は
物品の販売

Manufacturing or
Selling

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
Japan Atomic Energy Agency
契約部契約第1課
茨城県那珂郡東海村村松4番地49
TEL 080-4627-3501

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

国立研究開発法人／National Research and Development Agency
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１．令和４年度の調達計画は以下のとおり。

　　The Procurement plan in FY2022 is as follows

コンピューター製品及びサービス
入札公告／公示 資料提供招請 仕様書案に対する 行政サービスの継続性の観点 競争参加資格
の予定時期 の予定時期 意見招請の予定時期 から既存の仕様を繰り返し採 の業種区分 調達機関名・照会先

番号 調達予定物品名 予定数量 The date of The date of The date of 用する案件か否か The categories of （住所・TEL／FAX番号） 備考
№ Products to Volume announcement of announcement to announcement to Whether the current businesses for Entity's name Notes

be procured procurement request for request for specifications will be kept qualification Address/Tel/Fax
submission comments on draft for FY2022

of documents specifications

1
データ解析サーバ及び実験データベースシステムのリース
Lease for data analysis server and experiment database
system

一式 4年5月下旬 無 4年4月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
National Institutes for Quantum Science and Technology
那珂研究所管理部契約課
茨城県那珂市向山801番地1
ＴＥＬ　029-270-7340　ＦＡＸ　029-270-7293

2
4年次期JREC-IN Portalシステム開発業務
FY2022 Next JREC-IN Portal system development work

一式 4年3月下旬 無 4年1月18日 無
役務の提供等
Services etc

国立研究開発法人科学技術振興機構
Japan Science and Technology Agency
情報基盤事業部人材情報グループ
東京都千代田区四番町5番地3
TEL　03-5214-8456　FAX　03-5214-7514

3
JSTセキュリティ監視運用業務
Monitoring, Managing and Operating Security Devices

一式 4年7月下旬 無 4年5月下旬 無
役務の提供等
Services etc

国立研究開発法人科学技術振興機構
Japan Science and Technology Agency
情報基盤事業部情報基盤グループ
東京都千代田区四番町5番地3
TEL　03-5214-8421　FAX　050-3730-1871

4

温室効果ガス・水循環観測技術衛星
(GOSAT-GW) 衛星管制システム用計算機の賃貸借・保守・
据付
Leasing, maintenance, and installation of computers for
GOSAT-GW satellite　control systems

一式 4年5月下旬 無 4年4月上旬 無
物品の販売

Selling

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
Japan Aerospace Exploration Agency
調達部推進課
茨城県つくば市千現2-1-1
TEL:050-3362-4521　FAX:029-868-5965

5

地球観測衛星データ提供システム Version 3 Web 及び
Cloudの構築・維持
Procurement of Earth Observation Satellite Data Providing
System Version 3 Web and Cloud

各一式 4年4月下旬 無 4年2月14日 ○
物品の製造

Manufacturing

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
Japan Aerospace Exploration Agency
調達部推進課
茨城県つくば市千現2-1-1
TEL:050-3362-4521　FAX:029-868-5965

6
ファイル共有システムの調達
Procurement of file sharing system

一式 令和4年9月 無 令和4年7月 無
役務の提供等
Services etc

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
Japan Aerospace Exploration Agency
調達部推進課
茨城県つくば市千現2-1-1
TEL:050-3362-4521　FAX:029-868-5965

令和４年度政府調達セミナー（令和４年４月２５日）
Government Procurement Seminar for Fiscal Year 2022(April 25, 2022)

国立研究開発法人／National Research and Development Agency
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